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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。

桜図書館15周年記念事業
市民講座
「田島ケ原サクラソウ自生地
天然記念物指定100年」

桜区サクラソウ写真コンクール
巡回写真展（プラザウエスト会場）
を開催します

サクラソウデザインの
ガラス工芸品ができました！

　自生地の保護行政に32年間携
わった講師が、度重なる危機を乗
り越えてきた道のりなどを、余す
ところなくお話しします。
日　時　12月21日㈪
　　　　10時～11時30分
会　場　プラザウエスト　１階アトリウム
講　師　青木義

ぎ

脩
しゅう

氏　（市史編さん審議会委員）
定　員　30人（先着順）
申込み　12月4日㈮9時から、直接又は電話で。
問合せ　桜図書館　Ｔ858・9090　Ｆ858・9091

　桜区サクラソウ写真コンクール
作品の展示と田島ケ原サクラソウ
自生地の天然記念物指定100周年
を記念した展示を行います。
　ぜひお立ち寄りください。
日　時　12月21日㈪～25日㈮
　　　　9時～17時15分
　　　　※21日は11時から、25日は15時まで
会　場　プラザウエスト　1階ギャラリー
問合せ 桜区コミュニティ課　Ｔ856・6130　Ｆ856・6273

　「硝
ガ ラ ス

子工房ゆばな」と桜区との
連携により、区の花サクラソウ
をデザインしたガラス工芸品が
できました。
　透明なガラスの素地にサクラ
ソウの花を散りばめた「徳

とっ

利
くり

」と
「ぐい呑

の

み」です。細かな気泡と
サクラソウの花が、ガラスの中
で舞っているようです。
　工房では、吹きガラスやガラ
スのアクセサリー作りも体験できます。
購入・問合せ
硝子工房ゆばな（西堀3-22-16）
※ 制作中等は対応できないことがあります。お越しになる前にメール等で
ご連絡ください。

Ｅwarehouse@yubana-glass.com
Ｔ799・3058　Ｈhttps://www.yubana-glass.com/

サクラソウコラム
～次の100年～
　感染症の拡大で
不安感が増す中、
時ならぬ降雪にも
耐えて咲き続ける
サクラソウの姿は、
勇気を与えてくれ
ました。
　思えば、田島ケ
原サクラソウ自生地の100年は危機の連続でした。そ
の都度、自生地を巡る人々の努力によって乗り越えて
きました。今直面している状況を楽観視することは決
してできませんが、私たちには、この状況を克服できる
知恵と勇気と科学的精神があります。
　サクラソウや様々な植物が織りなす自生地の自然美
を、次の100年後の人々にも楽しんでもらいたい、指定
100年の今年を、自生地の危機を解決する起点の年と
したい、そんな思いで迎えた令和２年でした。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた１年でし
たが、自生地の保全の取組は継続し、再生に向けた調査
も進めることができました。これからも皆さんと力を
合わせて、自生地を守り伝える努力を積み重ねてまい
ります。
　「100年後の君はどんな風景を見ているのだろう」

問合せ　文化財保護課
　　　　Ｔ 829･1723　Ｆ829･1989

指定100年の今年、
最初に咲いたサクラソウ

参加者
募集

住宅用火災警報器を
設置しましょう！

　住宅には、火災時に煙を自動的に感
知し、警報や音声により知らせる住宅
用火災警報器の設置義務があります。
　火災の早期発見により、就寝中等の
逃げ遅れを防ぎ、被害の軽減につなげ
ることができる機器です。住宅火災から命を守るため、設
置をお願いします。
　既に設置されている場合は、月１回程度、動作確認をお
願いします。
問合せ　桜消防署管理指導課　Ｔ836・0119　Ｆ836・0139
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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

　早いもので12月となりました。今年は、「田島ケ
原サクラソウ自生地」が、国の天然記念物指定を受
けて100周年を記念して、区内の団体、企業や学校
の協力をいただきながら、お祝いと皆さんに知って
もらうための様々な取組をしてまいりました。
　桜区のかけがえのない、この財産を守り未来に引
き継いでいくため、新たな100年に向けてこれから
も活動を続けていきます。
　4月に区長を拝命して9か月間、区民の皆さんに
はご支援ご協力をいただき、心より感謝いたします
とともに、健やかによいお年を迎えられますようお
祈り申し上げます。

桜区長　池田 智二

田島ケ原サクラソウ自生地にて

災害用伝言サービスを活用しましょう

　災害が起きたとき、電話がつながりにくくなることがあります。お互いの安否情報を伝える手段として、各電話・通
信会社で、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの「災害用伝言サービス」を提供しています。
●災害用伝言ダイヤル「171」の利用方法

　毎月1日、15日などの決められた日に、災害用伝言サービスの体験ができます。ご家族で利用方法を
確認し、いざというときに利用できるようにしておきましょう。
問合せ　桜区総務課　Ｔ856・6123　Ｆ856・6270 Ｈ 災害用伝言サービス 検索索

伝言（音声）を録音する

をダイヤル

をダイヤル録音の場合

メッセージを録音（30秒以内）

被災地の固定電話を市外局番からダイヤル

1 7 1

1
ガイダンスが流れます

ガイダンスが流れます

× ×

伝言（音声）を再生する

をダイヤル

をダイヤル再生の場合

メッセージを再生

被災地の固定電話を市外局番からダイヤル

1 7 1

2
ガイダンスが流れます

ガイダンスが流れます

× ×

　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

12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 8日㈫・28日㈪

14時～15時30分
（雨天中止）

千貫樋水郷公園 15日㈫

田島氷川公園 22日㈫

ますます元気教室
（1月～3月開催分）

参加者
募集

　介護予防効果の高い「いきいき百歳体操」や栄養改善、
口
こう

腔
くう

ケア、認知症予防等の講習を行います。
　会場ごとの定員や日程等は、お問い合わせください。
会　場　 田島・土合・栄和・大久保東公民館、シニアふれあい

センター寿楽荘
対　象　市内在住で、65歳以上の方
定　員　各10～30人（抽選）※結果は全員に連絡します。
申込み　 12/1㈫～21㈪に、申込書を記入し、直接、桜区

高齢介護課又は各会場へ。
　　　　※ 申込書は申込先で配布しています。区ホームページからダウン

ロードもできます。

問合せ　桜区高齢介護課　Ｔ856・6178　Ｆ856・6271
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