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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。

桜区サクラソウ講習会

桜区役所公式Twitterで
防犯情報を発信しています

サクラソウコラム
～田島ケ原の草焼き～
　田島ケ原サクラソウ自
生地では、サクラソウの
春の芽吹きを助けるため、
毎年１月に草焼きを実施
しています。
　田島ケ原一面に生育し
ているオギやヨシは、夏
の強い日差しからサクラ
ソウを守る役割を果たしています。冬を迎えてオギやヨシが枯
れた後、人の手で草焼きを実施することで、地表に陽光が当たる
ようになり、春にサクラソウが芽吹きます。
　田島ケ原では、オギやヨシとサクラソウの関係、そして人々の
関わりによって、サクラソウの生育環境が守られています。

●令和3年の草焼き
日　時　1月13日㈬　9時～16時
※天候により延期・中止となる場合があります。

問合せ　文化財保護課　Ｔ 829･1723　Ｆ829･1989

昨年の草焼き

　桜区の花「サク
ラソウ」のご家庭
での育て方を講師
が丁寧にお教えし
ます。

日　時　2月6日㈯
①10時～11時
②13時30分～14時30分
※①②は同じ内容です。

内　容　 サクラソウの講話・植付け実習・
　　　　芽分け実演
会　場　桜区役所　４階大会議室
講　師　田島ケ原のサクラソウを守る会
　　　　（桜区市民活動ネットワーク登録団体）
定　員　各回25人（先着順）
費　用　100円（材料費）
　　　　 1月5日㈫8時30分から、電話等で桜区

コミュニティ課へ。
Ｔ856・6131　Ｆ856・6273

申込み
・

問合せ

　桜区役所公式Twitterでは、
区内の見どころやイベントのお
知らせのほか、地域の犯罪に関
する情報や防犯情報を発信して
います。
　区内でも、振り込め詐欺や不
審者、空き巣等が発生していま
す。被害に遭わないために、どんな手口の犯罪が発生し
ているか、どのような対策が必要か、日ごろから確認し
ておきましょう。

　また、埼玉県内の犯罪に関する情報については、埼玉
県警察犯罪情報官Twitterをご確認ください。

問合せ　桜区防犯連絡協議会事務局（桜区総務課内）
　　　　Ｔ856・6123　Ｆ856・6270

参加者
募集

●埼玉県警察犯罪情報官Twitterアカウント
　@spp_jyouhoukan

●桜区役所公式Twitterアカウント
　＠SakuraSCPR

自転車点検の合言葉
「ブ・タ・ベル・サ・ハ・ラ」
を知っていますか？

問合せ 桜区くらし応援室
　　　 Ｔ856・6137　Ｆ856・6273

ブ レーキは効きますか？

タ
イヤの空気圧や溝は
大丈夫ですか？

べル は鳴りますか？

サ
ドルの高さは合っていますか？
グラつきませんか？

ハ ンドルや反射板は大丈夫ですか？

ラ イトはつきますか？

自転車を利用する前に、この合言葉をお忘れなく！
毎月10日は「自転車安全利用の日」です。
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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。

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

　新年あけましておめでとうございます。
区民の皆さんにおかれましては、健やか
に新しい年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。
　私は、桜区の荒川土手から見える富
士山が大好きです。壮麗で綺麗な富士山が元旦に見え
ると、今年も良いことがたくさん起きるような気がし
て嬉しくなります。今年は見えたでしょうか。
　今月11日㈷は「成人の日」です。桜区では、約1,140
人※の方が成人式を迎えます。若い皆さんの活躍を期
待しています。今年も桜区の将来像である「3世代がつ
くる元気印のまち」を目指し、住み続けたいと思えるま
ちづくりに職員一同取り組んでまいりますので、桜区
の未来を担う皆さん、区民の皆さんのご支援ご協力を
よろしくお願いいたします。
　年頭にあたり、区民の皆さんのますますのご健勝と
ご多幸を心よりご祈念申し上げまして、新年のご挨拶
といたします。
※令和2年11月1日現在

桜区長　池田 智二

ペットの災害対策を
しましょう

　人だけでなくペット
も被災します。日頃か
ら、ケージや食べ慣れ
たペットフードなどの
ペット用持出品を準備
しておきましょう。ま
た、親類・知人宅への同行避難やペットホテ
ル・動物病院等の一時預かりの利用を検討
しておくことも必要です。
　詳しくは動物愛護ふれあいセンターで配
布している「ペットの災害対策リーフレッ
ト」をご覧ください。
※ リーフレットは、市ホームページからダウンロー

ドもできます。Ｈ ペットの災害対策 検索索

問合せ 桜区総務課
　　　　Ｔ856･6123
　　　　Ｆ856･6270

さいたま市自治会活動功労者表彰

　令和2年11月18日に表彰式が開催され、永年にわたる自治会活動
への功績をたたえ、桜区から４人の方が表彰されました。心より感
謝とお祝いを申し上げます。

問合せ　桜区コミュニティ課
　　　　Ｔ856・6131　Ｆ856・6273

市民税・県民税の申告を
受け付けます
申告期間　2月9日㈫～3月15日㈪

日　時　 申告期間のうち月～金曜日、
　　　　2月21日㈰・28日㈰　9時～16時
　　　　※2月11日㈷・23日㈷はお休みです。
会　場　桜区役所　4階大会議室
問合せ　南部市税事務所　個人課税課
　　　　Ｔ829・1389　Ｆ829・6236

1月10日は「110番の日」
　110番は、事件や事故にあったときや目撃したときな
どに緊急通報をするためのものです。110番通報のうち、
約2割は緊急性のない通報が占めています。

問合せ 浦和西警察署　Ｔ854･0110（代表）

　緊急でない相談・苦情・各種照会は、下記まで。
●けいさつ総合相談センター
Ｔ#9110 又は Ｔ822・9110

●浦和西警察署　Ｔ854・0110
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富士山遠景(桜区荒川堤防より)

防犯標語今月の 桜区防犯連絡協議会

令和２年度　会長賞 土合小学校　中村 悠人さんの作品

見ているよ　はんざい許さぬ　地域の目
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