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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。

地震による火災に
気を付けましょう

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㈪

サクラソウコラム
～サクラソウの芽吹き～
　まだまだ厳しい寒さが続
きますが、サクラソウ自生
地では春の訪れを感じるこ
とができます。
オギやヨシに覆われてい

た風景が一変し、地表に太陽の光が降り注ぐ中、力を
蓄え地中で眠っていたサクラソウが徐々に芽を出し
始めます。小さく可愛いらしいサクラソウの芽を見
ることができるのは、この時期ならではです。
　サクラソウは開花に向け、光を浴び土の栄養を吸
収しながら、少しずつ成長していきます。陽春に花
を咲かせた姿はもちろん、春は名のみの日もある中、
風の寒さに負けずに成長していくサクラソウの姿も
ぜひご覧ください。
市ホームページでは、サクラソウの開花状況をお

知らせしています。Ｈ サクラソウ開花情報 検索索

問合せ 文化財保護課　Ｔ 829･1723　Ｆ829･1989

昨年の芽吹き

　大規模な地震が発生したときには、
火災による被害が発生します。まずは
身の安全を確保し、揺れがおさまった
ら、ガス機器や暖房器具などの火元を
確認しましょう。
　また、発災後に停電し、その後電力
が復旧した際に、通電火災が発生する
危険があります。避難するときはブレー
カーを落とすようにしましょう。
　地震の揺れを感知して自動的にブ
レーカーを落とす感震ブレーカーを設
置すると、火災対策に有効です。

日　時　申告期間のうち月～金曜日　9時～16時
　　　　ただし、2月21日㈰・28日㈰は開設します。
　　　　※2月11日㈷・23日㈷を除く。
会　場　桜区役所　4階大会議室

※全市版11ページも併せてご覧ください。

問合せ　南部市税事務所　個人課税課
　　　　Ｔ829・1367※ Ｆ829・6236

※ さいたま市市民税・県民税申告コールセンター
（2月2日㈫～3月15日㈪ 9時～17時　※土・日・祝休日を除く）

問合せ　桜区総務課
　　　　Ｔ856・6123　Ｆ856・6270

感染症予防対策のため、ご協力をお願いします
● 申告会場は大変混雑します。状況により、終了
時間前に受付を終了したり、入場制限をする場
合があります。

● 郵送による申告書の提出にご協力ください。
● 公民館等での出張申告受付は行いません。

所得税（国税）の確定申告については、
浦和税務署（Ｔ600・5400）にお問い合わせください。

桜区市民活動ネットワークに
登録しませんか

預けて安心！
自筆証書遺言書保管制度をご利用ください

　桜区では、地域コミュニティの醸成や健康・文化・安全に関する活動な
ど、桜区のより良いまちづくりのために活動している団体を「桜区市民
活動ネットワーク」として登録・支援しています。
　登録すると、団体同士の交流会で情報交換ができるほか、区の施策や
イベントに参画することもできます。

詳細は、桜区ホームページをご覧ください。

問合せ　桜区コミュニティ課　Ｔ856・6130　Ｆ856・6273

　自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請する
ことができる制度です。保管制度を利用すると、遺言書の紛失、隠匿及
び改ざん等を防止することができます。
　詳細は、さいたま地方法務局ホームページをご覧ください。

問合せ さいたま地方法務局供託課　Ｔ851・1000　Ｆ851・1064

主な支援内容
●区役所１階地域活動コーナーや掲示板の利用
●桜区活性化推進事業補助金の活用（審査あり）
●団体の事業をホームページ等で広報

Ｈ 桜区市民活動ネットワーク 検索

Ｈ 自筆証書遺言書保管制度 検索
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こんにちは
です

にちは 区は
すでです区区区区区区区区長

　２月の和名は「如
きさ

月
らぎ

」です。その由来の一つとして、

寒さが続き衣を更に重ねて着ることから「衣
き

更
さら

着
ぎ

」があ

ります。区民の皆さん、ご自愛ください。

　今年度は、「田島ケ原サクラソウ自生地」天然記念物

指定１００周年を記念して、区内外の皆さんにこの貴重

な財産である自生地などを周知・啓発してきました。今

回は、区内の県立さいたま桜高等学園にお願いして、

県産の檜
ひのき

材を活用したストラップとマグネットを作成し

ました。さいたま桜高等学園の皆さん、ありがとうご

ざいます。

　これからも、田島ケ原の自生地と区の花「サクラソ

ウ」の周知、啓発を行ってまいりますので、区民の皆

さんのご協力をお願いいたします。

　今月と来月の１４日㈰に、マイナンバーカード交付専

用臨時休日窓口を開設します。ぜひご利用ください。

 桜区長　池田 智二

さいたま桜高等学園の皆さん、市長と一緒に

　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

2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 9日㈫・22日㈪ 14時～15時30分

（雨天中止）千貫樋水郷公園 16日㈫

生活自立・仕事相談センター桜を
ご利用ください
「生活困窮者自立支援法」に基づく相談窓口（無料）です。
　経済的な問題で生活にお困りの方の「求職活動」、「家
計管理」などをサポートします。

※ 「住居確保給付金」、「就労準備支援」には、収入、資産などの要件が　
あります。

受付日時　月～金曜日　※祝休日を除く。
　　　　　9時～17時（予約可）
問 合 せ　生活自立・仕事相談センター桜
　　　　　（桜区福祉課内）
　　　　　Ｔ856･6261　Ｆ856･6272

自立相談支援
（就労支援）

自立に向けた支援計画を作成。直ちに就
労を目指す方には、求職活動を支援

住居確保
給付金※ 求職活動中の家賃相当額を支給

就労準備支援※ 就労に必要な基礎能力向上のための
支援（ビジネスマナー修得など）

家計改善支援 家計管理への助言、家計再建への支援

　毎年、自治会やPTA、
事業所などたくさんの
方のご協力により、区
内全域で清掃活動を実
施しています。
　ご参加いただける団
体は、お問い合わせく
ださい。

桜区クリーン活動に
参加しませんか

日　時 ３月7日㈰　９時から（１時間程度）
問合せ 桜区コミュニティ課

Ｔ856･6131
Ｆ856･6273

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、２月のすこやか
運動教室は中止となります。

防犯標語今月の 桜区防犯連絡協議会

令和２年度　浦和西警察署長賞　大久保東小学校　青木 心夢さんの作品

犯罪を　地域で守る　ボランティア
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