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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

4月となりました。桜区が大いに華やぐ季節の到来です。区内各所で桜の花が咲き、国指定特
別天然記念物であります「田島ケ原サクラソウ自生地」では、たくさんの区民の皆さんのご努力に
より指定から101年目を迎えたサクラソウが可

か

憐
れん

な花を咲かせています。今しか見ることのできな
い自生地でのサクラソウをぜひご覧ください。なお、お越しの際は新型コロナウイルス感染症予
防をお願いします。
区事業につきましては、日頃より区民の皆さんにお力添えを賜り厚くお礼申し上げます。今年

度も区の将来像である「三世代がつくる元気なまち」の実現を目指してまいりますので、引き続きのご支援、ご協力を
よろしくお願いいたします。  桜区長

国指定特別天然記念物
田島ケ原サクラソウ自生地 桜区 サクラソウ展

　自生地では、例年サクラソウが
３月下旬から咲き始め、４月上旬
に見ごろを迎えます。そのほかに
も、様々な植物が花を咲かせます。
　春が訪れた自生地へぜひお越し
ください。

交通アクセス
●JR西浦和駅下車徒歩約20分
● JR浦和駅西口から「志木駅東口」
行きバスで、「さくら草公園」

　下車すぐ
問合せ　文化財保護課　Ｔ829･1723　Ｆ829･1989

荒
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宮
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ス

西浦和駅武蔵野線

秋ヶ瀬橋

秋ヶ瀬公園

桜草公園

田島ケ原
サクラソウ自生地

志木街道

さくら草公園
バス停

日　時　4月7日㈬～9日㈮
　　　　※9日は12時まで
会　場　桜区役所1階　地域活動コーナー

皆さんが丹精込
めて育てたサクラ
ソウを展示します。
　展示をご希望
の 方は、4月5日
㈪までにご連絡く
ださい。
問合せ　桜区コミュニティ課
　　　　Ｔ856･6131　Ｆ856･6273

　桜区には、国指定特別天然記念物「田島ケ原サ
クラソウ自生地」をはじめ、豊かな自然、古くか
ら伝わる伝統行事や歴史的財産など、魅力的な
フォトスポットがたくさんあります。
　皆さんが撮影した、桜区のとっておきの１枚
の写真をご応募ください。
　応募締め切り後、審査を行い、入賞作品は市報
（桜区版）に掲載させていただくほか、市内での
巡回展示を予定しています。
　応募締切　10月20日㈬まで
　応募方法など詳細は、今月中旬から桜区コミ
ュニティ課や区内公共施設等で配布する応募案
内、又は区ホームページをご覧ください。
Ｈ 桜区とっておきの１枚写真コンテスト 検索

問合せ　桜区コミュニティ課　Ｔ856･6130　Ｆ856･6273

桜区「とっておきの１枚」
写真コンテスト

4月18日㈰まで、ボランティア
による案内を行っています。
（10時～15時、雨天・強風時中止）

作品
募集
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　３歳未満のお子さんとその保護者の方を対象とした遊
びと交流の場として、放課後児童クラブの空き時間を無
料で開放しています。
開室日時 月～金曜日　午前中（準備と片付けの時間含む）

※原則、学校の開校日に開室します。

問合せ 子育て支援政策課　Ｔ829･1271 Ｆ829･1960

※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。

集合狂犬病予防注射のお知らせ

問合せ　桜区くらし応援室　Ｔ856・6137　Ｆ856・6273

　生後91日以上の犬を飼っている方は、年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります（未登録
の場合は登録も必要）。桜区内では下表のとおり実施しますので、お近くの会場にお越しください。

期　日 時　間 会　場 所在地
4/ 2 ㈮ 13時30分

～15時

西堀高沼公園 西堀8‒6
4/10㈯ 桜区役所（東側夜間休日入口前） 道場4‒3‒1
4/19㈪ 大久保支所 五関839‒2

・雨天等の場合
　開始時間の1時間前に実施の有無を決定し
ます。
※ 実施決定後でも、天候の悪化等により中断又は中止する
場合があります。

・集合注射を受けられなかった場合
　お近くの動物病院で受けてください。その
際の料金等詳細は、動物病院へお問い合わせ
ください。

※新規で犬の登録申請を行う方は、上記のほかに登録手数料3,000円が必要です。

料金▶3,500円
予防注射料金 ………… 2,950円
注射済票交付手数料 …… 550円【 】

防災アドバイザーに
ご相談ください

　桜区防災アドバイザー会に
は、防災士の資格を持つ会員
が所属しています。地元の自
治会などが行う防災訓練の運
営に協力するほか、区民の皆
さんへの啓発活動などを行っ
ています。
　自主防災組織が地区防災計画を策定する際の支援も行
っていますので、詳しくは総務課までお問い合わせくだ
さい。

問合せ　桜区総務課　Ｔ856･6123　Ｆ856･6270

自治会に加入しませんか

　普段から近隣の方と
のつながりがあると、災
害時や日々の暮らしで
困ったときに心強いもの
です。自治会では、防
犯・防災や環境美化、レ
クリエーション活動など、
さまざまな活動を行って
います。自治会に加入し、活動に参加することで、安心し
て暮らせるまちをつくっていきましょう。
　自治会の加入については、お近くの自治会役員にご相談
ください。

問合せ　桜区自治会連合会／桜区コミュニティ課
Ｔ856・6131　Ｆ856・6273

のびのびルームをご利用ください

　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

4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 13日㈫・26日㈪ 14時～15時30分

（雨天中止）
千貫樋水郷公園 20日㈫
田島氷川公園 27日㈫

●西浦和のびのびルーム
　田島２-16-７（西浦和放課後児童クラブ内）
Ｔ・Ｆ863・3160

●中島のびのびルーム
　中島１-28-１（中島放課後児童クラブ内）
Ｔ・Ｆ857・5125

●田島のびのびルーム
　田島10-７-14（田島放課後児童クラブ内）
Ｔ・Ｆ866・8930
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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。
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