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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。

大久保公民館・支所のエレベーター
設置工事のお知らせ

問合せ　大久保公民館 Ｔ・Ｆ854・8441
　　　大久保支所　 Ｔ852・4510 Ｆ840・1266

　大久保公民館・支所は、７月～令和４年２月（予定）の間、エレベー
ター設置工事のため、出入口・駐車場の場所が変更となります。工事
期間中はご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願いいたします。
※公民館施設の貸出及び支所取扱業務は継続します。
※ E-KIZUNAステーション（電気自動車用充電スタンド）はご利用できません。
※周辺のE-KIZUNAステーションについては市ホームページをご覧ください。

Ｈ 充電セーフティネット 検索索

桜ぼうさいコラム②
「マイ・タイムライン」を作成しましょう
　マイ・タイムラインは、大雨
や台風などによる風水害に備
えて、自分自身がとる避難行
動を事前に整理しておくもの
です。
　避難する場所や避難を開始
するタイミングをあらかじめ
決め、いざという時に慌てることがないようにしましょ
う。作成方法については、市ホームページをご覧ください。

Ｈ マイ・タイムライン 検索索

問合せ　桜区総務課
　　　　Ｔ856･6123　Ｆ856･6270

　当日、直接会場へお越しください。
　事前にご自身で体調を確認し、ご参加の際は、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

6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㈫
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直接ごみに触れない手洗い・消毒徹底

「ごみゼロ」の実施方法が
変わります!!　　

　これまで5月30日（ごみゼロの日）にあわせて、地域の一斉清掃
活動を実施しておりましたが、令和３年度は「ごみゼロ月間」と改
め、地域ごとに分散して清掃活動を実施しましょう。

清掃場所　家の周りの道路など
参加方法　自治会や事業所などの団体ごと
　　　　　　※ 詳細は、自治会や所属団体にお問い合わせください。

問 合 せ　資源循環政策課　Ｔ829・1337　Ｆ829・1991

マスク・手袋の着用密集・密接を避ける

２ｍ
５/29㈯～6/27㈰ごみゼロ月間

「新しい生活様式」を踏まえて清掃活動をしましょう

桜区公式Twitter
地域の話題やイベント、見どころ、防犯などに関する情報を発信しています。
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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。

　地域支え合い推進員は、シニアサポートセンターを活動
拠点とし、高齢者の皆さんが、地域の支え手として活動し
ていくためのお手伝いをします。
　関心のある方は、お気軽にご相談ください。

問合せ　●北部シニアサポートセンター彩寿苑（宿）
　　　　　Ｔ857·6517　Ｆ857·6500
　　　　●南部シニアサポートセンターザイタック（田島）
　　　　　Ｔ836·3503　Ｆ836·3507
　　　　●桜区高齢介護課　Ｔ856·6178　Ｆ856·6271

地域支え合い推進員が高齢者の皆さんを支援します！
● ボランティア活動を始めたい方
に、養成講座などをご紹介します。
● つどいの場（サロン）を作りたい
方に、立ち上げの支援をします。
● 家族介護の経験をいかしたい方
に、活躍の場をご紹介します。

（※支援の一例です）

桜区「とっておきの１枚」
写真コンテスト

　皆さんが撮影した、桜区の魅力が詰ま
った「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、入選し
た作品は市報（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、桜区コミュニティ課や区内公共施設等で配布し
ている募集要項、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

作品
募集

　エンゼル訪問員（民生・児童委員、主任
児童委員等）がご家庭を訪問しています。
子育てに関する相談を受けたり、情報提
供などを行っていますので、訪問の際は
お気軽にご相談ください。
対　象　 生後４か月までの乳児がいて、

産婦・新生児訪問などを利用し
ていない世帯

問合せ　子育て支援政策課
　　　　Ｔ829·1906　Ｆ829·1960
　　　　桜区支援課
　　　　Ｔ856·6171　Ｆ856·6276

ハローエンゼル訪問事業
を実施しています

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

　雨に映える木々の若葉がまぶしく、また下に
目を向ければ、水が張られた田んぼに田植えを
終えた苗の緑が一面に広がり、桜区らしい田園
風景が楽しめる季節となりました。
　梅雨の時期が間近となり、農作物などには無
くてはならない恵みの雨ではありますが、集中
豪雨や台風など、いよいよ雨(風水害)への備え
をする時期でもあります。市では、防災ガイド
ブックを作成し、市報(令和２年９月号)と一緒
に全世帯へ配布しました。幸いにも桜区では昨年雨での大きな被害
はありませんでした。今年も災害がないことを願うばかりですが、
区民の皆様には、改めて防災ガイドブックをご一読のうえ参考にし
ていただき、もしもの時への準備をお願いします。また、左のペー
ジに記載の桜ぼうさいコラム「マイ・タイムライン」の作成講習会を、
今年度予定していますので、皆さまのたくさんのご参加をお願いし
ます。

 桜区長　池
いけ

田
だ

智
とも

二
じ

ピラティス体験教室
　姿勢の改善やケガの予防に効果がある「ピ
ラティス」を体験してみませんか。
日　時　6月13日㈰・20日㈰
　　　　両日　①９時30分～10時30分
　　　　　　　②11時30分～12時30分
会　場　 サイデン化学アリーナ（道場）
定　員　 各15人（先着順）
費　用　１回100円（保険料等）
申込み　 参加の3日前までに、はがき又はE

メールで、参加希望日時、住所、氏
名、年齢、性別、電話番号を記載し、
下記申込先へ。

申込先　〒338-0811　桜区白鍬1-6
　　　　今

こん

 恵美
　　　　Ｅ f517ekkor@gmail.com

さいたま市スポーツ推進委員連絡協
議会桜区支部（桜区市民活動ネット
ワーク登録団体）
Ｔ090・8349・7023（高

たか

比
ひ

良
ら

）

主　催
・
問合せ

参加者
募集
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