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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。

桜ぼうさいコラム⑧
発災後のむやみな移動は控えましょう
　地震等による災害が発生した際に大勢の人が一斉に帰宅
を開始すると、路上や駅周辺が混雑し集団転倒などに巻き
込まれたり、火災や余震等による二次災害にあう可能性が
あります。
　また、救助・救命や消火の活動などが妨げられる恐れがあ
るため、災害発生時には、むやみに移動・帰宅を開始せず、安
全な場所に留まりましょう。
　帰宅困難になった場合を想定して、電話やメールが通じ
なくなった場合の連絡方法や集合場所などを、日頃から家
族で決めておくことが大切です。
問合せ 桜区総務課　Ｔ856･6123　Ｆ856･6270

桜区農産物直売会

　区内の生産農家のご協力
により、農産物直売会を開
催します。
　区内で採れた小松菜や長
ネギ、里芋などの旬の野菜
を販売しますので、ぜひお
越しください。
日　時　12月20日㈪　11時～　※無くなり次第終了
会　場　プラザウエスト正面玄関
問合せ　桜区コミュニティ課
　　　　Ｔ856・6131　Ｆ856・6273

さいたま市誕生20周年記念

桜みんなのコンサート

日　時 12月20日㈪　12時15分～13時　開場　11時30分～

問合せ 桜区コミュニティ課　Ｔ856・6130　Ｆ856・6273

出
演
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

琴奏者　大
おお

平
ひら

光
てる

美
み

　岩槻区在住。12歳より琴をはじめる。NHK邦楽技能者育成
会45期卒業。NHK BS「真夜中の王国」、NHK Eテレ「にっぽ
んの芸能　特集番組」などに出演。
　世界フィギュア東京大会前夜祭では、チームリーダーとして
出演&楽曲アレンジも手がける。琴らしさを生かしたポップス
曲アレンジが好評で、琴楽譜も出版している。
　琴JAZZや複数の和洋楽器融合ユニットのリーダーを務める。

ヴァイオリン奏者　石
いし

亀
がめ

希
のぞ

実
み

　浦和区出身。東京音楽大学器楽科卒業。
　在京プロオーケストラや歌劇団等で客演を務めるほか、室
内楽の演奏会を各地で開催している。
　矢沢永吉氏、森山良子氏らJPOPアーティストのサポート、
ミュージックステーションなど音楽番組出演、CM・映画音楽
のレコーディングなど、多方面で活動している。

要申込

　琴とヴァイオリンによるコンサートです。
　和と洋、それぞれの弦楽器が奏でる美しい音色をお楽しみください。

申込
不要

さいたま市誕生20周年記念　魅力発見ウォーキング

自然と歴史を満喫!桜区を散策しよう  ～桜区駅からハイキング～

日　　程　12月2日㈭~4日㈯　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）
　　　　　詳細は、区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

Ｈ 魅力発見ウォーキング 検索索

　桜区の自然や歴史的文化財などを巡るコースです。お気軽にご参加ください。
※12月4日㈯に桜区役所（プラザウエスト）で、芋ようかんとカステラの販売があります。（無くなり次第終了）

 ※ 12時から桜区「とっておきの1枚」写真コンテスト表彰式があります。
会　場 プラザウエスト1階ロビー　定　員　50人（事前申込/先着順）
申込み  12月6日㈪8時30分～10日㈮に、直接又は電話、ファクスで、氏名（代表者）、

電話番号、参加人数（3人まで）を桜区コミュニティ課へ。
曲　目 ・パッヘルベルのカノン　・星に願いを
（予定）　・恋人がサンタクロース　ほか
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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

　今年も12月とな
り、当たり前です
が1ヵ月後は新年を
迎えます。
　桜区内の南寄り
(桜田3丁目)に、浦
和卸売市場と埼玉県中央市場があります。一般の方への
小売りをしている店舗もたくさんあります。多くは午前
中の営業ですが、おせち料理などの新年の準備に利用し
てみてはいかがでしょうか。
　今年も、区民の皆さまから多大なご支援ご協力を賜り、
心から感謝申し上げますとともに、ご健康で良き年をお
迎えください。

 桜区長　池
いけ

田
だ

智
とも

二
じ

　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

12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 14日㈫・27日㈪ 14時～15時30分

（雨天中止）
千貫樋水郷公園 21日㈫
田島氷川公園 28日㈫

住宅用火災警報器を
設置しましょう!

　住宅には、火災時に煙を自動的に感
知し、警報や音声により知らせる住宅
用火災警報器の設置義務があります。
　火災の早期発見により、就寝中等の
逃げ遅れを防ぎ、被害の軽減につなげ
ることができます。住宅火災から命を守るため、設置を
お願いします。
　既に設置されている場合は、月1回程度、動作確認を
お願いします。
問合せ　桜消防署管理指導課　Ｔ836・0119　Ｆ836・0139

区内の主な施設の年末年始のお休み
施設名 閉庁・休館日

区役所（市税の窓口含む）、支所、
市民の窓口、公民館、プラザウエ
スト、サイデン化学アリーナ、浦
和西体育館、子育て支援センター
さくら、大久保東児童センター、
シニアふれあいセンター寿楽荘、
動物愛護ふれあいセンター、桜環
境センター（余熱体験施設）

12月29日㈬
～1月3日㈪

桜図書館
12月29日㈬
　～1月4日㈫

桜図書館大久保東分館
12月28日㈫
　～1月4日㈫

年末年始特別警戒
取締りを強化します

　年末年始は、お金が絡む犯罪や交通事故の多発が懸念
されます。明るい新年を迎えられるよう、「詐欺被害」や
「交通事故」の防止対策を心掛けましょう。

問合せ 浦和西警察署　Ｔ854･0110（代表）

振り込め詐欺被害の防止策
●不審な電話に直接出ないよう留守番電話設定！
●ナンバーディスプレイや防犯機能付電話機の使用！
●医療費払戻金などの不審な電話は家族や警察に相談！

きらめき3H（トリプルエイチ）運動実施中
★早めのライト　16時にはライトを点灯！
★反射材着用　　身に着けて自分の存在を周知！
★歩行者保護　　横断歩道は歩行者優先！

さいたま市誕生20周年記念

桜区親子防犯教室
　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。
日　時　12月27日㈪　第1回　10時30分～12時
 第2回　13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
　　　　清永 奈穂氏、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4組程度（抽選）※原則、1組2名
申込み　 12月8日㈬までに、電話、ファクス又は区ホーム

ページの申込フォームで、氏名、電話
番号、学年、希望する回、メールアド
レスを桜区総務課へ。

Ｈ 桜区親子防犯教室 検索索

問合せ　桜区総務課　Ｔ856・6123　Ｆ856・6270

追加
募集
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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。

桜ぼうさいコラム⑧
発災後のむやみな移動は控えましょう
　地震等による災害が発生した際に大勢の人が一斉に帰宅
を開始すると、路上や駅周辺が混雑し集団転倒などに巻き
込まれたり、火災や余震等による二次災害にあう可能性が
あります。
　また、救助・救命や消火の活動などが妨げられる恐れがあ
るため、災害発生時には、むやみに移動・帰宅を開始せず、安
全な場所に留まりましょう。
　帰宅困難になった場合を想定して、電話やメールが通じ
なくなった場合の連絡方法や集合場所などを、日頃から家
族で決めておくことが大切です。
問合せ 桜区総務課　Ｔ856･6123　Ｆ856･6270

桜区農産物直売会

　区内の生産農家のご協力
により、農産物直売会を開
催します。
　区内で採れた小松菜や長
ネギ、里芋などの旬の野菜
を販売しますので、ぜひお
越しください。
日　時　12月20日㈪　11時～　※無くなり次第終了
会　場　プラザウエスト正面玄関
問合せ　桜区コミュニティ課
　　　　Ｔ856・6131　Ｆ856・6273

さいたま市誕生20周年記念

桜みんなのコンサート

日　時 12月20日㈪　12時15分～13時　開場　11時30分～

問合せ 桜区コミュニティ課　Ｔ856・6130　Ｆ856・6273

出
演
者
プ
ロ
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ィ
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ル

琴奏者　大
おお

平
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光
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美
み

　岩槻区在住。12歳より琴をはじめる。NHK邦楽技能者育成
会45期卒業。NHK BS「真夜中の王国」、NHK Eテレ「にっぽ
んの芸能　特集番組」などに出演。
　世界フィギュア東京大会前夜祭では、チームリーダーとして
出演&楽曲アレンジも手がける。琴らしさを生かしたポップス
曲アレンジが好評で、琴楽譜も出版している。
　琴JAZZや複数の和洋楽器融合ユニットのリーダーを務める。

ヴァイオリン奏者　石
いし

亀
がめ

希
のぞ

実
み

　浦和区出身。東京音楽大学器楽科卒業。
　在京プロオーケストラや歌劇団等で客演を務めるほか、室
内楽の演奏会を各地で開催している。
　矢沢永吉氏、森山良子氏らJPOPアーティストのサポート、
ミュージックステーションなど音楽番組出演、CM・映画音楽
のレコーディングなど、多方面で活動している。

要申込

　琴とヴァイオリンによるコンサートです。
　和と洋、それぞれの弦楽器が奏でる美しい音色をお楽しみください。

申込
不要

さいたま市誕生20周年記念　魅力発見ウォーキング

自然と歴史を満喫!桜区を散策しよう  ～桜区駅からハイキング～

日　　程　12月2日㈭~4日㈯　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）
　　　　　詳細は、区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

Ｈ 魅力発見ウォーキング 検索索

　桜区の自然や歴史的文化財などを巡るコースです。お気軽にご参加ください。
※12月4日㈯に桜区役所（プラザウエスト）で、芋ようかんとカステラの販売があります。（無くなり次第終了）

 ※ 12時から桜区「とっておきの1枚」写真コンテスト表彰式があります。
会　場 プラザウエスト1階ロビー　定　員　50人（事前申込/先着順）
申込み  12月6日㈪8時30分～10日㈮に、直接又は電話、ファクスで、氏名（代表者）、

電話番号、参加人数（3人まで）を桜区コミュニティ課へ。
曲　目 ・パッヘルベルのカノン　・星に願いを
（予定）　・恋人がサンタクロース　ほか

S A K U R A   2 0 2 1 . 1 2
3

※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

　今年も12月とな
り、当たり前です
が1ヵ月後は新年を
迎えます。
　桜区内の南寄り
(桜田3丁目)に、浦
和卸売市場と埼玉県中央市場があります。一般の方への
小売りをしている店舗もたくさんあります。多くは午前
中の営業ですが、おせち料理などの新年の準備に利用し
てみてはいかがでしょうか。
　今年も、区民の皆さまから多大なご支援ご協力を賜り、
心から感謝申し上げますとともに、ご健康で良き年をお
迎えください。

 桜区長　池
いけ

田
だ

智
とも

二
じ

　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

12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 14日㈫・27日㈪ 14時～15時30分

（雨天中止）
千貫樋水郷公園 21日㈫
田島氷川公園 28日㈫

住宅用火災警報器を
設置しましょう!

　住宅には、火災時に煙を自動的に感
知し、警報や音声により知らせる住宅
用火災警報器の設置義務があります。
　火災の早期発見により、就寝中等の
逃げ遅れを防ぎ、被害の軽減につなげ
ることができます。住宅火災から命を守るため、設置を
お願いします。
　既に設置されている場合は、月1回程度、動作確認を
お願いします。
問合せ　桜消防署管理指導課　Ｔ836・0119　Ｆ836・0139

区内の主な施設の年末年始のお休み
施設名 閉庁・休館日

区役所（市税の窓口含む）、支所、
市民の窓口、公民館、プラザウエ
スト、サイデン化学アリーナ、浦
和西体育館、子育て支援センター
さくら、大久保東児童センター、
シニアふれあいセンター寿楽荘、
動物愛護ふれあいセンター、桜環
境センター（余熱体験施設）

12月29日㈬
～1月3日㈪

桜図書館
12月29日㈬
　～1月4日㈫

桜図書館大久保東分館
12月28日㈫
　～1月4日㈫

年末年始特別警戒
取締りを強化します

　年末年始は、お金が絡む犯罪や交通事故の多発が懸念
されます。明るい新年を迎えられるよう、「詐欺被害」や
「交通事故」の防止対策を心掛けましょう。

問合せ 浦和西警察署　Ｔ854･0110（代表）

振り込め詐欺被害の防止策
●不審な電話に直接出ないよう留守番電話設定！
●ナンバーディスプレイや防犯機能付電話機の使用！
●医療費払戻金などの不審な電話は家族や警察に相談！

きらめき3H（トリプルエイチ）運動実施中
★早めのライト　16時にはライトを点灯！
★反射材着用　　身に着けて自分の存在を周知！
★歩行者保護　　横断歩道は歩行者優先！

さいたま市誕生20周年記念

桜区親子防犯教室
　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。
日　時　12月27日㈪　第1回　10時30分～12時
 第2回　13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
　　　　清永 奈穂氏、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4組程度（抽選）※原則、1組2名
申込み　 12月8日㈬までに、電話、ファクス又は区ホーム

ページの申込フォームで、氏名、電話
番号、学年、希望する回、メールアド
レスを桜区総務課へ。

Ｈ 桜区親子防犯教室 検索索

問合せ　桜区総務課　Ｔ856・6123　Ｆ856・6270

追加
募集


