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※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。

生活用品

避難用具サクラソウコラム
～田島ケ原を

　　遺
のこ

した人たち～

　田島ケ原は100年前にも大きな危機に見舞われていまし
た。来訪者によるサクラソウの持ち去りがやまず、サクラ
ソウの人為的消滅の危機が迫っていたのです。
　そうした中、天然記念物保存制度の創設に奔走していた
東京帝大教授・三好学と、田島ケ原の保存に情熱を注いでい
た地元の有志・深井貞亮が出会い、大正９年（1920）の天然
記念物第１号指定を実現させました。この２人が、今に続
く保存の道を切り拓

ひら

いたのです。

Ｈ 学と貞亮 検索索 で詳しく紹介しています。

問合せ　文化財保護課　Ｔ829・1723　Ｆ829・1989

三好学
まなぶ 深井貞

てい

亮
すけ

参加者
募集

令和２年国勢調査への回答は
お済みですか？

災害時に情報を得る手段を
準備しておきましょう

　歯科衛生士や栄養士から、口
こう

腔
くう

ケアや食事改善、かむ力
を鍛える方法等について学びます。
　口の健康は、肺炎・認知症予防につながります。
日　時　11月5日㈭・19日㈭（全2回）　9時30分～11時
会　場　桜区役所　4階第1会議室
対　象　市内在住で、65歳以上の方
定　員　10人（抽選）
申込み
・
問合せ

　 10月1日㈭～16日㈮に直接、
桜区高齢介護課へ。
※結果は全員に連絡します。

Ｔ856・6178　Ｆ856・6271

　現在、令和２年国勢調査を実施
しております。
既に提出いただいた方につきま

しては、ご回答ありがとうございました。
インターネットで回答された方は、紙の調査票での回

答は不要です。
　まだお済みでない方は、10月7日㈬までに回答をお
願いします。
問合せ ●国勢調査コールセンター　Ｔ0570・07・2020

●令和２年国勢調査桜区実施本部（桜区総務課内）
Ｔ856・6124　Ｆ856・6270

　災害発生の危険性が高まったときや
災害発生時には、様々な方法で情報が
発信されます。

●データ放送で確認できます
　 地上デジタル放送の３チャンネル「テレ玉（株式会社
テレビ埼玉）」にて、本市発信のデータ放送を実施し
ています。データ放送の視聴は無料です。
Ｈ データ放送 検索索

●防災行政無線メールで確認できます
　 防災行政無線で放送した内容をメールで配信してい
ます。登録することで、いつでも放送
内容を確認できます。
Ｈ 防災行政無線メール 検索索

●電話・ファクスで情報を受け取れます
　 携帯電話等を所有しておらず、避難指示などの情報
の入手が困難な方は、電話・ファクスにより情報を
配信するサービスをご利用ください。

　 利用には、桜区総務課または防災課への申込みが必
要です。

そのほか、桜区ホームページ・Twitterでも情報を提
供しています。

問合せ　桜区総務課　Ｔ856・6123　Ｆ856・6270

センサスくん みらいちゃん

－国指定100周年パネル展　開催中－
期　間　11月1日㈰まで
会　場　桜図書館2階　イベントルーム前　

桜区公式Twitter
地域の話題やイベント情報、見どころ、防災に関することなどの情報を発信しています。
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※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。
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　外を歩くと
感じる風が心
地よい季節と
なりました。
　昨年の台風
では区内に甚
大な被害があ
り、被災され
た皆様には改
めてお見舞い申し上げます。皆様には、災害への備えを
再確認していただきますようお願いします。
　また、例年10月に開催している「桜区区民ふれあいま
つり」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨
年に続き中止となり大変残念です。新しい生活様式に取
り組み、来年こそは開催できるように、皆様、一緒にが
んばりましょう。

桜区長　池田 智二

マイキーID設定支援ブースを
ご利用ください

　当日、直接会場へお越しください。
　ご自身で事前に体調を確認し、マスクの着用をお願い
します。

対　象　おおむね65歳以上の方
持ち物　タオル、飲み物、帽子、マスク
　　　　※動きやすい服装でお越しください。
問合せ　桜区高齢介護課
　　　　Ｔ856･6178　Ｆ856･6271

100年前にもマスク必須の時代があった！

　新型コロナウイルス
の影響で、マスクが重
要になりました。マス
クの必要性が高まった
のは、今回が初めてで
はありません。
　約100年前、大正7
年～8年にかけて、ス
ペイン風邪が大流行し
ました。この時、陸軍
が外出する兵士にマス
クをかけさせたのを
きっかけに、一般市民
にも浸透し、マスクと
いう言葉も一般化しま
した。その時期のポス
ターでも、マスクが推奨されています。

　このポスターは、国立国会図書館デジタルコレクショ
ンで見ることができます。
Ｈhttps:/dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/985202

問合せ　桜図書館　Ｔ858･9090　Ｆ858･9091

　マイナンバーカードを利用し
て、キャッシュレスで２万円の
「買い物」又は「チャージ」をする
と、１人あたり上限5,000円分の
マイナポイントがもらえる事業
が始まっています。
　ポイントをもらうには、マイ
ナンバーカードを取得し、スマートフォン等でマイキー
IDを設定し、キャッシュレス事業者を登録する必要が
あります。
　なお、桜区区民課前の設定支援ブースで、専門スタッ
フが設定のお手伝いをしています。ぜひご利用ください。
※国の予算の上限に達した場合、本事業は終了となります。

ポイントの取得方法について詳しくは、
Ｈ マイナポイントを活用した消費活性化策 検索索

問合せ　桜区区民課　Ｔ856･6144　Ｆ856･6271

10月のすこやか運動教室 桜図書館コラム
申込
不要

会　場 期　日 時　間
新開小学校 13日㈫・26日㈪

14時～15時30分
（雨天中止）

千貫樋水郷公園 20日㈫

田島氷川公園 27日㈫

※支所・市民の窓口を除く

日　時 10月25日㈰　8時30分～17時15分

問合せ さいたまコールセンター
　　　　Ｔ835・3156　Ｆ827・8656

住民異動・戸籍・国民健康保険・国民年金等の届出や、各種証
明書の交付、市税の納付など、一部業務を行っています。

区役所・市税の窓口の休日窓口を
ご利用ください

「流行性感冒」内務省衛生局 編
内務省衛生局　大正11年刊行
コマ番号80
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