※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。

さいたま市誕生20周年を
記念し、区民の皆さんと区役
所が協働で育てた花で装飾し
たモニュメント「フラワーウ
ォール」を置いて祝います。
たくさんの花で区の花サクラソウや自然豊かな桜区
をイメージして製作します。皆さん、ぜひお越しいた
だきご覧ください。記念撮影もできますよ。
設置期間 11月1日㈪〜9日㈫
設置場所 プラザウエスト正面広場
問 合 せ 桜区コミュニティ課
Ｔ856･6131 Ｆ856･6273

皆さんが撮影した、桜区の魅力
の詰まった「とっておきの１枚」の
写真をご応募ください。
未発表でネガやデータの提供が
可能なものであれば、撮影した時
期は問いません。
応募締切 10月20日㈬まで
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

非常持出品は、家族構成を考えて必要な分を用意し、
両手が自由
に使えるリュックなどに詰めて、
準備しておきましょう。
非常持出品の例〜災害発生時に最初に持ち出すもの〜
●懐中電灯

できれば一人に一つずつ用意。予備の電池も忘れずに。

●携帯ラジオ

小型でAMとFMを聞けるもの。手動で充電できるものもある。

●非常食・水

缶詰や乾パンなど加熱せずに食べられるもの。ペットボトルの水。

●貴重品類

多少の現金、預貯金通帳、免許証、健康保険証など。

●救急用具

常備薬、傷薬、ばんそうこう、かぜ薬、歯磨きセットなど。

●感染症対策

使い捨てマスク、アルコール消毒液、室内履き、体温計など。

●そ の 他

ヘルメット、下着類、軍手、ライター、ナイフ、ティッシュなど。

また、災害が起きても自身や自宅の安全が確保できる場合は、
在
宅避難も検討してください。災害復旧までの数日間を生活できる
よう、備蓄品を用意しておきましょう。市ホームページに非常持
出品・備蓄品の一覧がありますので、
参考にしてください。
問合せ

桜区総務課

検索
索

Ｔ856･6123

Ｆ856･6270

申込
不要

10月のすこやか運動教室

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。
会

場

新開小学校

期

日

12日㈫・25日㈪

千貫樋水郷公園

19日㈫

田島氷川公園

26日㈫

対 象
持ち物

時

間

14時〜15時30分
（雨天中止）

おおむね65歳以上の方
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

2

桜区とっておきの１枚写真コンテスト 検索

問合せ

桜ぼうさいコラム⑥
持出品や備蓄品を見直しましょう

Ｈ 家庭での備えを

作品
募集

さいたま市誕生20周年記念
桜区「とっておきの１枚」
写真コンテスト

さいたま市誕生20周年記念
桜区「フラワーウォール」
ール」

桜区高齢介護課 Ｔ856･6178 Ｆ856･6271

桜区コミュニティ課 Ｔ856･6130 Ｆ856･6273

第19回桜区
区民ふれあいまつり
中止のお知らせ
今年度の区民ふれあいまつりは、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大を防止するため、中止と
なりました。
楽しみにされていた区民の皆さんには申し訳
ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い
いたします。
問合せ 桜区コミュニティ課
Ｔ856･6130 Ｆ856･6273

シニアサポートセンターを
ご利用ください
シ ニ ア サ ポ ートセ ン ター
では、介護や福祉、医療など、
高 齢 者に関する様 々な相 談
を受け付けています。
「心身の状態に不安がでて
きた」
「 介護予防活動に参加したい」
「 悪徳商法
の被害にあってしまった」
など、お気軽にご相談
ください。土・日曜日、祝・休日
（年末年始を除く）
も相談を受け付けています。
圏域

シニアサポートセンター

北部

彩寿苑（宿400）

南部

問合せ
Ｔ857・6517
Ｆ857・6500

Ｔ836・3503
ザイタック
（田島5-25-8 U21ビル2階） Ｆ836・3507

※お住まいの地区によって、2つの圏域に分かれます。
圏域がわからない場合は、桜区高齢介護課へお問い合わ
せください。

問合せ

桜区高齢介護課
Ｔ856･6178 Ｆ856･6271

※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
に ちは
は

区長

です
で
す

暑かった日々を懐かしく感じる季節となり、運動や読書など
何をするにも心地よい季節を迎えます。
皆さんは西浦和駅南側の田島団地をご存じですか。団地の西
側には新大宮バイパスがあり、渋滞の車や歩道を通る方からの
ごみのポイ捨てに苦慮していました。
そこで、落書き防止のため団地沿いの遮音壁に、区の花「サ
クラソウ」の写真と地域の小学生が描いた絵のパネルを飾るこ
とに併せて、ごみ捨て防止と街が楽しくなるようにと、西浦和
環境美化委員会の方々が、国や市と協同して歩道に花壇を作り
西浦和環境美化委員会の皆さんと

ました。季節ごとの花が植えてあり、行きかう人の目を楽しま

せ心を和ませてくれています。散歩によい季節となりましたので、ぜひ訪れてみてください。
委員の方々には、暑い日も寒い日も水やりなど、花壇の手入れをありがとうございます。これからも人々が触れ合う
桜区長

住みよい環境づくりにご協力をお願いします。

防火訪問を実施しています
消防職員が訪問し、住宅用火災警報器の設置
状況の確認や火災に関する説明をします。
訪問時には身分証を提示し、新型コロナウイ
ルス感染症対策を徹底した上で、玄関先やイン
ターホンで口頭により行います（家の中には入
りません）。
対象地区 大久保領家、神田

（令和3年度下半期）

対象住宅 高齢者のみがお住まいの住宅
問 合 せ 桜消防署管理指導課
Ｔ836·0119 Ｆ836·0139

埼玉大学連続市民講座 part12

いけ だ

とも

じ

池田 智二

全国地域安全運動
10月11日㈪〜20日㈬
地域全体が連携して、犯罪のない安全で安心
して暮らせるまちにしましょう！
子どもと女性の犯罪被害防止
地域の目で見守りを！
特殊詐欺の被害防止
留守番電話を活用し、
相手の確認を！
電話やメールでのお金の話は詐欺です！
ひったくりや自転車盗難被害の防止
前カゴにはカバーを装着、
駐輪時は施錠を！
問合せ 浦和西警察署 Ｔ854・0110（代表）

危機の時代ー持続可能な世界を目指してー

受講者
募集

現代が抱える様々な「危機」
について現状をわかりやすく解説するとともに、考え得る対応について、様々な分野から
アプローチしていきます。
開催日時
10月23日㈯

14時〜16時

11月13日㈯

14時〜16時

12月11日㈯

14時〜17時10分

内 容
ウイルスと病気：遺伝学に関した話を中心に
田中 秀逸（大学院理工学研究科 教授）
分断社会の行方：
「大衆」消滅時代の社会とは
冨田 晃正（大学院人文社会科学研究科 准教授）
災害につよいまちづくり： 彩の国 市民科学オープンフォーラム
奥井 義昭（レジリエント社会研究センター センター長）

申込締切
10月8日㈮
10月29日㈮
11月26日㈮

※オンライン受講もできます。
会 場 埼玉大学全学講義棟1号館３階
（下大久保） 共 催 読売新聞さいたま支局
定 員 150人
（抽選）
申込み 各回申込締切（当日消印有効）
までに、はがきで①住所、②氏名、③電話番号、④参加希望日を申込先へ
※同大学ホームページからも申し込めます。

申込先・問合せ

〒338−8570

Ｈ 埼玉大学連続市民講座

桜区下大久保255

検索

埼玉大学広報渉外室 Ｔ829・7672 Ｆ858・9057
桜区は埼玉大学との交流事業を推進しています。
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