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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。

サクラソウコラム　～101年目の春～
　３月に入ると、早春の可憐な花々が
田島ケ原を彩ります。白いアマナや
黄色いノウルシが群落をつくり、足元
には淡い紫のノジスミレなども見ら
れるようになります。
　これらの花々に囲まれ、サクラソウ
の芽はすくすくと成長します。日差
しを浴びて茎を伸ばし、ピンク色の小
さなつぼみをつけ、開花を待ちます。
３月下旬から少しずつサクラソウの
花が咲き始め、４月に見頃を迎えます。
　昨年６月から始まったこのコラムも今回で最終回となりまし
た。田島ケ原サクラソウ自生地は天然記念物指定101年目の春
を迎え、この先も四季の巡りを繰り返していきます。

問合せ　文化財保護課　Ｔ 829･1723　Ｆ829･1989

第16回
桜区チャレンジウォーク

要申込

　荒川堤外周辺の約７kmを満開の桜を楽しみなが
ら歩いてみませんか。参加賞もあります。
日　時 3月28日㈰　9時30分～12時（荒天中止）
集　合　プラザウエスト正面広場
定　員　200人（抽選）
費　用　100円※傷害保険料を含む
申込み　はがき、ファクス又はE

メールに参加者全員の
住所・氏名・年齢・電話番
号・性別を記入し、３月１８日㈭（必着）まで
に、下記申込先へ。

申込先　〒338-0811　桜区白鍬211-1-402
　　　　桜区スポーツ振興会（古屋）Ｆ857・7792
　　　　Ｅsiro.furru@gmail.com
　　　　桜区スポーツ振興会

（桜区市民活動ネットワーク登録団体）
　　　　Ｔ080・1206・2417（古屋）

主　催・問合せ

サクラソウのつぼみ

アマナ

受付時間　9時～11時　　受付場所 JR中浦和駅改札を出た左側（南区鹿手袋）
所要時間 約4時間 歩行距離 約9.5km
詳細は、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（8：30～17：15/平日）　Ｔ856・6130　Ｆ856・6273
さいたまコールセンター（8：00～21：00/年中無休）　Ｔ835・3156　Ｆ827・8656

※１ 木造大日如来坐像が特別拝観できます。
※２  芋ようかんとカステラの販売があります
（数に限りあり）。

※３ 記念品の配布があります（数に限りあり）。
※４ サクラソウの見頃は４月上旬～中旬です。

※５ 鰐
わに

口
ぐち

が特別拝観できます。

桜区

しびらきファームいちご屋 内木酒造

薬王院 田島ケ原サクラソウ自生地

※過去の開催の様子

コース紹介

スタート 中浦和駅
▼

別所沼公園
▼

西堀氷川神社
▼
医王寺 ※１
▼

内木酒造
▼

田島氷川社
▼

土合公民館 ※2
▼

浦和市場
▼

しびらきファーム
▼

桜環境センター ※3
▼

田島ケ原
サクラソウ自生地

※4

▼
薬王院 ※5
▼

ゴール 西浦和駅

申込
不要

魅力満載！桜区探訪　～歴史と自然が息づくまち～

Ｈ 桜区　駅からハイキング 検索

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
「桜区駅からハイキング」は中止となります。
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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。

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

　3月の声が聞こえてくると、「冬が終わり春が来た!」と
気持ちがウキウキとしてきます。でも、「暑さ寒さも彼岸
まで」との言葉にもあるとおり、もう少し寒さが続きます
ので、区民の皆様におかれましてはご健康にご留意くだ
さい。
　春と聞けば、花の季節を迎えます。桜区には「花と緑
ふれあいサポーター」として約30人の方が活動していた
だいています。毎月1回程度、ふれあい広場（区役所北
側）にあるサクラソウの花の形をした花壇などに季節ごと
の花を植えたり、区の花「サクラソウ」が4月に可憐な花
が咲くように手入れなどをしています。花の少ない冬で
も花が咲いている花壇を見ますと、寒さやコロナ禍で塞

いでいる気持ちが明る
くなります。暑い日も
寒い日も活動して、1
年を通して区民の心を
和ませていただいてい
ることに感謝申し上げ
ます。また、サポーター
は随時募集しています。区民の皆様のご参加をお待ちし
ています。
　今月は、14日㈰にマイナンバーカード交付専用臨時休
日窓口、27日㈯と28日㈰に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

ふれあい広場の花壇にて

　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

3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㈫

田島氷川公園 23日㈫

桜区防災講座を開催します 防犯講演・落語を
楽しみませんか

桜区 花と緑ふれあいサポーターを
募集しています！

　Web会議室システムZoomで参加できるオンラインの
防災講座です。地震対策の基礎知識を家で学びませんか。
日　時　3月19日㈮　１３時３０分～１４時５０分
定　員　２０人（先着順）
申込み　 ３月３日㈬～１２日㈮に、桜区防災講座ホームペー

ジの参加申込フォームに必要事項を入力し送信。
※ お申込みのメールアドレスに、視聴用URLをお送りします。

Ｈ 桜区防災講座 検索索

問合せ 桜区総務課　Ｔ856･6123　Ｆ856･6270

さいたま観光大使の三遊亭楽
らく

生
しょう

氏に
よる防犯講演・落語が市公式YouTube
チャンネル「さいたまチャンネル」で視聴
できます。
　楽しく笑って防犯知識を学びましょう！
配信期間　３月１日㈪～31日㈬

Ｈ 桜区防犯講演・落語　 検索索

問 合 せ　桜区総務課
　　　　　Ｔ856･6123　Ｆ856･6270

　桜区役所周辺を花と緑でいっぱいに
するボランティアです。みんなで話し合
いながら、花壇での花の植え付けや、講
習会などを行っています。花が好きな
方、私たちと一緒に活動しませんか。
　詳しくは区ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。
対　象　 区内在住、在勤又は在学で、

個人又は区内に所在地のある
団体（登録制）

問合せ　桜区コミュニティ課
　　　　Ｔ856･6131　Ｆ856･6273

交通安全今月の 標語 さいたま市交通安全保護者の会（母の会）桜支部

令和２年度　桜区長賞 中島小学校　松村 光祐さんの作品

いそげじゃないよ　黄色はとまれの　あいずだよ

交流を深めながら
楽しく活動しています

要申込 申込
不要

三遊亭楽生氏

防犯標語今月の 桜区防犯連絡協議会

令和２年度　桜区長賞 神田小学校　山本 恵美子さんの作品

決めようよ　家族で一つの　合言葉
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