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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。

明るい選挙啓発ポスター絵画教室
桜区内公民館共催　夏休み子ども公民館

　埼玉大学の学生を講師に迎え、「明るい選挙啓発ポスターコンクール」に出品する
作品を描きます。
日　時 ８月7日㈯　①10時～12時　②14時～16時
会　場 桜区役所４階　ランチルーム　　対　象  市内在住又は在学の小学生
定　員  各回15人（先着順） 持ち物  画材（水彩絵の具、クレパスなど）、飲み物
申込み ７月5日㈪～16日㈮に、直接又は電話、ファクスで、次の①～⑥を申込先へ。
　　　　 ①住所、②氏名（ふりがな）、③電話番号、④学校名、⑤学年、⑥希望時間
　　　 桜区選挙管理委員会事務局（桜区総務課内）　Ｔ856･6124 　Ｆ856･6270
　　　　桜区内公民館（窓口受付のみ）
申込先
・

問合せ

参加者
募集

さいたま市選挙
キャラクター
みらいクン

桜区防犯ポスター作品展 　上大久保中学校の生徒にご協力いただきました。

桜ぼうさいコラム③
避難する場所を確認しましょう

さいたま市誕生20周年記念

桜区親子防犯教室
　水害時に使用できる避難場所は、最寄りの避
難場所とは限らないため、災害の種類ごとに避
難することができる場所を確認しておくことが
大切です。
　避難場所の一覧は、市HPをご覧ください。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染リス
クを避けるため、自身と自宅の安全が確保でき
る場合、住み慣れた自宅で
の生活を続ける在宅避難
や、親戚や知人宅等への避
難も検討してみましょう。

Ｈ 桜区避難場所 検索索

問合せ　桜区総務課
　　　　Ｔ856･6123　Ｆ856･6270

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

　不審者からの逃げ方や助けの呼び方等を体験しながら学びます。
奮ってご応募ください！
日　時　８月３日㈫　①10時30分～12時　②13時30分～15時
会　場　桜区役所４階　大会議室
講　師　NPO法人体験型安全教育支援機構
　　　　代表理事　清永 奈穂氏
　　　　理　　事　安蒜 まどか氏、木下 史江氏
対　象　区内在住又は在学の小学1・2年生とその保護者
定　員　各回8組（抽選）※原則、1組2名
申込み　 7月5日㈪～16日㈮に、電話又はファクス、区ホームペー

ジの申込フォームで、次の①～⑤を桜区総務課へ。
　　　　①氏名、②電話番号、③メールアドレス、④学年、⑤希望時間

Ｈ 桜区親子防犯教室 検索索

問合せ　桜区総務課　Ｔ856・6123　Ｆ856・6270

参加者
募集

気をつけ気づいてサギ電話
吉越 未羽さん

その電話大丈夫？
信田 悠花さん

万引きはダメ
安保 冴萊さん

防犯対策しよう！
佐藤 夏妃さん

相手が誰だかわかりますか？
馬場 春花さん

その電話安心しないで
うたがって
　増田 心暖さん

見て見ぬフリをしないで！ 
山岸 花蓮さん

いじめ　ダメ
安川 椎菜さん

その電話、大丈夫？
　伊藤 千尋さん （令和２年度作品）
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熱中症にご注意を

　次の症状があったら熱中症
を疑いましょう。涼しい場所
に移動して、体を冷やし、水
分と塩分を補給して安静にしてください。それでも症状が改
善しないときは、すぐに医療機関を受診してください。

めまい、立ちくらみ、こむら返り（筋肉痛）、手足
のしびれ、汗が止まらない、気分が悪い、ボーっ
とする

軽　度

頭痛、吐き気、体がだるい（倦怠感）、虚脱感、意
識が何となくおかしい

中等症

意識がない、けいれん、体が熱い、呼びかけに対
し返事がおかしい、まっすぐに歩けない

重　度

問合せ　桜消防署管理指導課　Ｔ836・0119　Ｆ836・0139

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

　７月になりました。区民の皆さん、いかがお過ごしですか。
　今年は、夏と共に１年間待ちましたスポーツの祭典「東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会」が開幕します。市内の施設では、サッカーとバスケットボール
の試合が開催予定です。残念ながら桜区での開催はありませんが、スポーツと言え
ばサイデン化学アリーナがあります。メインとサブのアリーナ、25mプールや弓道
場などを備えた体育施設です。普段から多くの方に利用され、市民体育大会や中学
生・高校生の大会なども行われます。今回のオリンピック・パラリンピックに出場する選手も、本番前の練習や調整に利
用するかもしれません。そして桜区出身の酒井選手も水泳の日本代表として出場します。酒井選手、桜区の子どもたち
へのメッセージをありがとうございます。酒井選手をはじめ国に関係なく桜区に縁のある選手の活躍を応援しています。
選手の皆さん、頑張ってください。  桜区長　池

いけ

田
だ

智
とも

二
じ

頑張れ！酒井夏海選手
東京2020大会　競泳代表
　桜区出身の酒井選手が競泳
女子４×100ｍフリーリレー
に出場します。
　土合中学校在学中に出場し
たリオ2016大会に続き、２大
会連続となります。皆さんで
応援しましょう。
　桜区から世界へ羽ばたけ！

酒井選手から桜区の子どもたちへのメッセージ

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

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
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