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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

　薫風と新緑のほのかな
匂いが体いっぱいに感じ
られる季節となりました。
　４月から桜区長に就任
いたしました神

かん

田
だ

篤
あつし

です。
　桜区は、荒川沿いに広
がる豊かな自然環境に恵
まれ、季節に応じた様々
な自然の表情を楽しむこ
とができ、古くから伝わる伝統行事や歴史的資源も豊富で長年にわ
たり継承されてきております。また、スポーツ施設や広大な公園、
大学等を有し、市内外の多くの方々に親しまれております。
　これらの素晴らしい区の特色を十分に活かしながら、「住みやす
い」「住み続けたい」と実感できるよう、取り組んでまいりますので、
区民の皆さんのご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

 桜区長　神田　篤

　「地域運動支援員」が親切に指導し、楽し
く活動しています。初めて参加する方も運動
初心者の方も大歓迎です。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
　　　　※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

5月のすこやか運動教室

会　場 期　日 時　間

新開小学校 23日㈪
14時～15時30分
※10時時点で
　雨天の場合中止

千貫樋水郷公園 17日㈫

田島氷川公園 24日㈫

まちづくり推進事業予算とは、区の特徴を生かした魅力あるまちづくりを推進するための予算です。

令和4年度　桜区まちづくり推進事業予算をお知らせします

総額 1億2,457万９千円
■魅力発見ウォーキング
■区の花啓発事業　
■土木緊急修繕等事業　
■交通安全施設維持管理事業
■きらきらシルバー講座　
■交通安全啓発事業　

53万3千円
83万3千円

9,631万5千円
821万2千円
13万5千円
97万円

■防犯啓発事業　
■防災啓発事業　
■区民ふれあいまつり
■花と緑ふれあい事業
■桜区クリーン活動

168万8千円
138万4千円
920万円

104万9千円
 65万円

ほか

洪水ハザードマップを
ご存じですか

　洪水ハザードマップは、河川
が氾濫したときの浸水範囲や避
難場所などを表した地図です。
荒川・入間川版や鴨川・鴻沼川・
新河岸川版のハザードマップを
見ながら、安全に避難できるル
ートを考えておきましょう。
　洪水ハザードマップは、区役所の情報公開コー
ナーで配布しているほか、市ホームページからも
ダウンロードできます。
Ｈ 洪水ハザードマップ 検索索

問合せ　桜区総務課
　　　　Ｔ856･6123　Ｆ856･6270

桜少年消防団　募集中です！！

　桜少年消防団は、児童及び生徒を対象
に、火災や地震等の災害に対する知識及
び行動力を身に付けることや、将来に向
けて防火・防災意識を高めることを目的
とし、活動しています。

対　　象　 市内在住又は在学の小学４年生から高校生で、継続
して１年以上活動ができる方（女子も歓迎）

活 動 日 土・日曜日や夏・冬休み期間
　　　　　（月1回、年間概ね12回程度）
活動内容　・消防署の仕事の体験や消火訓練、火災予防広報
 ・各区少年消防団合同の県外研修　など
問 合 せ　桜消防署管理指導課　Ｔ836・0119 Ｆ836・0139

問合せ 桜区総務課　Ｔ856・6123　Ｆ856・6270
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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。

交通事故防止活動に感謝状を贈呈 民生委員・児童委員をご存じですか
　区内において、令和3年の交通死亡
事故ゼロ日数継続365日達成したこ
とにより、交通事故防止に日々取り組
んでいる交通指導員桜支部と交通安
全保護者の会（母の会）桜支部の皆さ
んに浦和西警察署長より感謝状が贈呈されました。
　これからも、桜区では交通安全の推進に取り組んでまい
ります。
問合せ　桜区くらし応援室　Ｔ856･6136　Ｆ856･6273

はじめてのロボット教室
　いろいろなロボットに触れて、ロボットがどのように動き、思い通りに動かすためにはどのようにしたらよ
いのかを体験してみましょう。
日　時　6月4日～25日の毎週土曜日（全4回）　10時～12時　　会　場　プラザウエスト　第8セミナールーム
対　象　市内在住、在学の小学5、6年生　　定　員　5人（抽選）　　費　用　4,000円
申込み　5月16日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、住所、氏名、学年、電話番号を記載し、申込先へ。
申込先　〒330‐0074　浦和区北浦和1-5-12　田口　雄一
問合せ　地域ICTクラブさくら（桜区市民活動ネットワーク登録団体）　Ｔ090-7825-0334（高橋）

　お住まいの地区ごとに民生委員・児童委員がいます。
みなさんの身近な相談相手として、相談を受けたり専
門機関へのつなぎ役を担っています。
　相談の費用は一切かかりません。また、秘密は守ら
れますので、安心してご相談ください。

問合せ  桜区民生委員児童委員協議会事務局
　　　　（桜区福祉課内）
　　　　Ｔ856･6163　Ｆ856･6272

さいたま桜高等学園からのお知らせ
コミュニティショップ桜 カフェ桜

さくら

家
け

営業時間※ 原則毎週木曜日
　　　　　  10時30分～13時30分
場　　所　 さいたま桜高等学園内（上大久保）

野菜や焼き菓子、インテ
リア籠、バッグなど生徒た
ちが真心こめて作ったもの
を販売しています。

プラザウエスト内でも出張販売※をしています。

営業時間※ 原則毎週火・木曜日
  10時～14時

場　　所　  常盤高校別館1階（上大久保）
　抹茶ラテやココアなどの飲み物、ホット
ケーキやパスタなどの軽食
をご用意しています。お弁
当の持ち込みもOK!
　専用の駐車場があります。

ぜひお越しください

問合せ 埼玉県立特別支援学校さいたま桜高等学園 Ｔ 858･8815　Ｆ 858･8832
※営業時間や出張販売日については、同学園のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
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埼玉大学連続市民講座 part13 危機の時代Ⅱ－しなやかな社会を目指して－全6回

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、さまざまな分野か
らアプローチしていきます。

※各回、13時開場。手話通訳を行います。　※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※第4回以降の内容など、詳しくは同大学ホームページをご覧ください。Ｈ 埼玉大学連続市民講座 検索索

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・費用　各回200人（当日先着順）　無料
問合せ　埼玉大学広報渉外課　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。

第1回 5/28㈯　14時～16時10分 歪
ゆ が

むネット社会の心理　ー承認欲求の病理とどう向き合うかー
高橋　克也（大学院人文社会科学研究科・教授）

第2回 6/18㈯　14時～16時 数学の歴史　ー数学史におけるいくつかの有名な問題ー　　　
コスキヴィルタ・ジャンステファン（大学院理工学研究科・准教授）

第3回 7/16㈯　14時～16時 日本の農業における危機と未来　ースマート農業を支えるセンサ技術ー
長谷川　有貴（大学院理工学研究科・准教授）
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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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プラザウエスト内でも出張販売※をしています。

営業時間※ 原則毎週火・木曜日
  10時～14時

場　　所　  常盤高校別館1階（上大久保）
　抹茶ラテやココアなどの飲み物、ホット
ケーキやパスタなどの軽食
をご用意しています。お弁
当の持ち込みもOK!
　専用の駐車場があります。

ぜひお越しください

問合せ 埼玉県立特別支援学校さいたま桜高等学園 Ｔ 858･8815　Ｆ 858･8832
※営業時間や出張販売日については、同学園のホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

大
泉
院
通
り

文

文

文

常盤高

　さいたま
桜高等学園

上
大
久
保
中

P

埼玉大学連続市民講座 part13 危機の時代Ⅱ－しなやかな社会を目指して－全6回

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、さまざまな分野か
らアプローチしていきます。

※各回、13時開場。手話通訳を行います。　※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※第4回以降の内容など、詳しくは同大学ホームページをご覧ください。Ｈ 埼玉大学連続市民講座 検索索

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・費用　各回200人（当日先着順）　無料
問合せ　埼玉大学広報渉外課　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。

第1回 5/28㈯　14時～16時10分 歪
ゆ が

むネット社会の心理　ー承認欲求の病理とどう向き合うかー
高橋　克也（大学院人文社会科学研究科・教授）

第2回 6/18㈯　14時～16時 数学の歴史　ー数学史におけるいくつかの有名な問題ー　　　
コスキヴィルタ・ジャンステファン（大学院理工学研究科・准教授）

第3回 7/16㈯　14時～16時 日本の農業における危機と未来　ースマート農業を支えるセンサ技術ー
長谷川　有貴（大学院理工学研究科・准教授）


