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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。

桜区公式
　Twitter
地域の話題やイベン
ト情報等を発信して
います。

避難する場所を確認しましょう

　災害の危険から緊急に逃れるための「指定緊急避難場所」と避難生活を送るための「指定避難所」は異なります。一番近
い避難場所がすべての災害において真っ先に向かう避難場所とは限りません。災害の種類ごとに、身の安全を確保する
ことのできる避難場所・避難所をよく確認しておきましょう。
●桜区指定緊急避難場所・指定避難所一覧

※1  公園等は、荒川総合運動公園、荒川総合運動公園通り、千貫樋水郷公園、
西堀高沼公園、荒川彩湖公園、桜草公園

問合せ　桜区総務課　Ｔ856・6123　Ｆ856・6270

保育所併設型
子育て支援センターをご利用ください

サクラソウデザイン
「サクラソウマスク」発売中！

　３歳未満の子どもとその保護者又は妊婦を対象に、園庭
開放、イベント、子育て相談などを行っています。

菁
せい

莪
が

保育園（西堀１-11-１） Ｔ865・4321
わらしべ保育園（西堀５-５-３） Ｔ862・3123

聖
しょう

徳
とく

保育園（新開２-17-13） Ｔ862・1601
ひまわりDo・Do保育園（神田596-１） Ｔ853・5770
ひまわりDo・Do第２保育園（神田595-１） Ｔ853・3232

※事業内容や利用時間は施設によって異なります。
　 ご利用には事前予約が必要になりますので、各施設へお
問い合わせください。
問合せ　桜区支援課　Ｔ856･6171　Ｆ856･6276

　西浦和駅東西地区ま
ちづくり協議会では、
田島ケ原サクラソウ自
生地の天然記念物指定
100周年を記念して、
桜区とのコラボレー
ションによりサクラソ
ウをデザインしたケース付き「サクラソウマスク」を発売
しています。
　取扱店舗等につきましては、お問い合わせください。
問合せ　西浦和駅東西地区まちづくり協議会
　　　　Ｔ838・8375　Ｆ762・8373

【凡例】
指定緊急避難場所

〇 使用可 × 使用不可
2階以上 浸水想定区域からの避難ができなかった場合、避難場所施
設の2階以上のみ使用可
3階以上 浸水想定区域からの避難ができなかった場合、避難場所施
設の3階以上のみ使用可

施設・場所名 所在地 指定緊急避難場所 指定避難所
地震 洪水 区分

土合小学校 西堀7-21-1 〇 2階以上 指定＊
大久保小学校 五関21 〇 3階以上 指定＊
栄和小学校 栄和1-7-1 〇 3階以上 指定＊
田島小学校 田島10-12-1 〇 × 指定＊＊
大久保東小学校 大久保領家331 〇 3階以上 指定＊
新開小学校 新開2-18-1 〇 3階以上 指定＊
神田小学校 神田541-1 〇 3階以上 指定＊
中島小学校 中島1-28-1 〇 2階以上 指定＊
土合中学校 町谷1-19-1 〇 3階以上 指定＊

指定避難所

指定 指定避難所として指定 ＊河川はん乱の時は開設しない場合
があります

要配慮者 障害者・高齢者等優先
の避難所 ＊＊河川はん乱の時は開設しません

施設・場所名 所在地 指定緊急避難場所 指定避難所
地震 洪水 区分

大久保中学校 五関282 〇 3階以上 指定＊
田島中学校 田島10-13-1 〇 × 指定＊＊
上大久保中学校 上大久保861-1 〇 3階以上 指定＊
県立浦和北高等学校 五関595 〇 × 指定＊＊
県立浦和工業高等学校 西堀5-1-1 〇 3階以上 指定＊
埼玉大学総合体育館 下大久保255 対象外 対象外 指定＊
桜区内公民館（5館） 対象外 対象外 要配慮者＊
公園等（6か所）※1 〇 × 対象外

イベント中止のお知らせ

　右記のイベントは、新型コロナウ
イルス感染症の拡大を防止するため、
中止となりました。
　楽しみにされていた区民の皆さん
には申し訳ございませんが、ご理解
のほどよろしくお願いいたします。

第９回子どもがつくるまち「ミニ桜区」

サクラ・スポレク2020

問合せ　桜区支援課　Ｔ856・6171　Ｆ856・6276

問合せ　桜区コミュニティ課　Ｔ856・6131　Ｆ856・6273

」
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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。

こんにちは
です

にちは 区は
すでです区区区区区区区区区区長

　皆さんは、民生委員・児童委員をご存じでしょ
うか。桜区内には103人の方が活躍しています。
日々の生活での困りごとの相談を聴き行政に

つないだり、高齢者の見守りなど、このコロナ
禍でも休むことなく活動していただき、地域の
福祉向上と行政との橋渡し役を担っていただい
ています。区の福祉行政には欠かせない存在です。
　これから寒くなってまいりますが、ご健康に
留意していただき、今後ともご協力をよろしく
お願いいたします。

桜区長　池田 智二

　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

11月のすこやか運動教室 申込
不要

会　場 期　日 時　間
新開小学校 10日㈫

14時～15時30分
（雨天中止）

千貫樋水郷公園 17日㈫
田島氷川公園 24日㈫

サクラソウコラム
田島ケ原の価値
　「田島ケ原のサクラソウは黄色なんだね」
　サクラソウを覆い隠して咲き誇る黄色い
ノウルシを前に、田島ケ原を訪れた方から、
時折冗談交じりに投げ掛けられます。
　「ノウルシを刈り取ってしまえばいいの
に」と提案いただくこともあります。ノウルシもサクラソウと同
じ絶滅危惧種ですが、田島ケ原では、しばしばサクラソウの敵

かたき

役と
されます。
　サクラソウだけが咲き誇る花園はさぞや美しいことでしょう。
しかし、色とりどりの植物たちが競合し共生する自然景観の魅力
もひとしおです。
　江戸以来の遊覧・園芸文化との関わりやサクラソウの学術的重
要性、多様な植物が共生する河畔の湿生植物群生地など100年前
に指定された当時の価値は、今なお変わってはいません。むしろ
生物多様性の観点から、サクラソウが他の植物と共生している田
島ケ原の価値は一層高まっています。
問合せ　文化財保護課　Ｔ 829･1723　Ｆ829･1989

▲ノウルシとサクラソウ

さくらシニアクラブに加入しませんか
　区内に17団体あり、約1,300人の会
員が、趣味やスポーツ、社会奉仕活動な
どを通じて生きがいづくりと健康づくり
に取り組んでいます。
　おおむね60歳以上の方ならどなたで
も加入できます。
問合せ　 さくらシニアクラブ事務局
　　　　（桜区高齢介護課内）
　　　　Ｔ856・6177　Ｆ856・6271

ご長寿をお祝いします
　区内には100歳以上の方が、９月15日
現在で30人いらっしゃいます。
　女性の最高齢者は、久保ハルノさん（109
歳）、男性の最高齢者は、澁谷幸一さん（101
歳）です。
　これからも健やかにお過ご
しください。
問合せ　  桜区高齢介護課

Ｔ856・6177　Ｆ856・6271

秋季火災予防強化運動
～11月は火災予防強化月間です～

　これからの時季は、空気が乾燥し、火災が発生・拡大しやすく
なります。７つのポイントで大切ないのちを守りましょう。

問合せ　桜消防署管理指導課　Ｔ836・0119　Ｆ836・0139

住宅火災　いのちを守る７つのポイント
1寝たばこは、絶対にしない。
2ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
3こんろなどから離れるときは、必ず火を消す。
4逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
5 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
6寝具や衣類、カーテンなどは、防炎品を使用する。
7高齢者や身体の不自由な人を守るために、隣近所と協力体制をつくる。

桜区民生委員・児童委員協議会 正副会長と
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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。

桜区公式
　Twitter
地域の話題やイベン
ト情報等を発信して
います。

避難する場所を確認しましょう

　災害の危険から緊急に逃れるための「指定緊急避難場所」と避難生活を送るための「指定避難所」は異なります。一番近
い避難場所がすべての災害において真っ先に向かう避難場所とは限りません。災害の種類ごとに、身の安全を確保する
ことのできる避難場所・避難所をよく確認しておきましょう。
●桜区指定緊急避難場所・指定避難所一覧

※1  公園等は、荒川総合運動公園、荒川総合運動公園通り、千貫樋水郷公園、
西堀高沼公園、荒川彩湖公園、桜草公園

問合せ　桜区総務課　Ｔ856・6123　Ｆ856・6270

保育所併設型
子育て支援センターをご利用ください

サクラソウデザイン
「サクラソウマスク」発売中！

　３歳未満の子どもとその保護者又は妊婦を対象に、園庭
開放、イベント、子育て相談などを行っています。
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ひまわりDo・Do第２保育園（神田595-１） Ｔ853・3232

※事業内容や利用時間は施設によって異なります。
　 ご利用には事前予約が必要になりますので、各施設へお
問い合わせください。
問合せ　桜区支援課　Ｔ856･6171　Ｆ856･6276

　西浦和駅東西地区ま
ちづくり協議会では、
田島ケ原サクラソウ自
生地の天然記念物指定
100周年を記念して、
桜区とのコラボレー
ションによりサクラソ
ウをデザインしたケース付き「サクラソウマスク」を発売
しています。
　取扱店舗等につきましては、お問い合わせください。
問合せ　西浦和駅東西地区まちづくり協議会
　　　　Ｔ838・8375　Ｆ762・8373

【凡例】
指定緊急避難場所

〇 使用可 × 使用不可
2階以上 浸水想定区域からの避難ができなかった場合、避難場所施
設の2階以上のみ使用可
3階以上 浸水想定区域からの避難ができなかった場合、避難場所施
設の3階以上のみ使用可

施設・場所名 所在地 指定緊急避難場所 指定避難所
地震 洪水 区分

土合小学校 西堀7-21-1 〇 2階以上 指定＊
大久保小学校 五関21 〇 3階以上 指定＊
栄和小学校 栄和1-7-1 〇 3階以上 指定＊
田島小学校 田島10-12-1 〇 × 指定＊＊
大久保東小学校 大久保領家331 〇 3階以上 指定＊
新開小学校 新開2-18-1 〇 3階以上 指定＊
神田小学校 神田541-1 〇 3階以上 指定＊
中島小学校 中島1-28-1 〇 2階以上 指定＊
土合中学校 町谷1-19-1 〇 3階以上 指定＊

指定避難所

指定 指定避難所として指定 ＊河川はん乱の時は開設しない場合
があります

要配慮者 障害者・高齢者等優先
の避難所 ＊＊河川はん乱の時は開設しません

施設・場所名 所在地 指定緊急避難場所 指定避難所
地震 洪水 区分

大久保中学校 五関282 〇 3階以上 指定＊
田島中学校 田島10-13-1 〇 × 指定＊＊
上大久保中学校 上大久保861-1 〇 3階以上 指定＊
県立浦和北高等学校 五関595 〇 × 指定＊＊
県立浦和工業高等学校 西堀5-1-1 〇 3階以上 指定＊
埼玉大学総合体育館 下大久保255 対象外 対象外 指定＊
桜区内公民館（5館） 対象外 対象外 要配慮者＊
公園等（6か所）※1 〇 × 対象外

イベント中止のお知らせ

　右記のイベントは、新型コロナウ
イルス感染症の拡大を防止するため、
中止となりました。
　楽しみにされていた区民の皆さん
には申し訳ございませんが、ご理解
のほどよろしくお願いいたします。

第９回子どもがつくるまち「ミニ桜区」

サクラ・スポレク2020

問合せ　桜区支援課　Ｔ856・6171　Ｆ856・6276
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つないだり、高齢者の見守りなど、このコロナ
禍でも休むことなく活動していただき、地域の
福祉向上と行政との橋渡し役を担っていただい
ています。区の福祉行政には欠かせない存在です。
　これから寒くなってまいりますが、ご健康に
留意していただき、今後ともご協力をよろしく
お願いいたします。

桜区長　池田 智二

　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。
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サクラソウコラム
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　「田島ケ原のサクラソウは黄色なんだね」
　サクラソウを覆い隠して咲き誇る黄色い
ノウルシを前に、田島ケ原を訪れた方から、
時折冗談交じりに投げ掛けられます。
　「ノウルシを刈り取ってしまえばいいの
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生物多様性の観点から、サクラソウが他の植物と共生している田
島ケ原の価値は一層高まっています。
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　区内に17団体あり、約1,300人の会
員が、趣味やスポーツ、社会奉仕活動な
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住宅火災　いのちを守る７つのポイント
1寝たばこは、絶対にしない。
2ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
3こんろなどから離れるときは、必ず火を消す。
4逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
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