
区役所の休日窓口
（支所・市民の窓口を除く）

1月29日（日）
8時30分～17時15分

区民課、支援課、保険年金課
及び市税の総合窓口

※開設窓口では、一部業務のみの取扱いとなり
ます。取扱いのできない業務、添付書類が必
要となる業務、当日完了しない業務などがあ
りますので、コールセンター又は各担当課に
あらかじめお問い合わせください。

※市税の総合窓口は、ときわ会館２階（浦和区
役所西隣）での開設となります。

開設窓口

日 時

さいたまコールセンター（8時～21時）
3835・3156　6827・8656

問 合 せ

問合せ／区高齢介護課　Ｔ829･6153 Ｆ829･6238

日　時／１月１９日㈭　14時～16時
会　場／浦和コミュニティセンター（浦和駅東口・コムナーレ10階）
講　師／石井　正　氏（時事総合研究所客員研究員・早稲田大学エクステンションセンター講師）
対　象／浦和区在住、在勤又は在学の方　
定　員／30人（先着順）
申込み／１月６日㈮～16日㈪に、電話、ファクス又はＥメールで、講座名、住所、

氏名、電話番号を、問合せ先へ。（電話：土・日曜日、祝日を除く）
問合せ／区総務課　Ｔ829・6018　Ｆ829・6233
　　　　Ｅurawaku-somu@city.saitama.lg.jp

令和4年度
浦和区明るい選挙セミナーを開催します

流動化する世界、どうなる日本の行方
＝「棄権」は白紙委任となる恐れも＝

11月15日㈫、浦和コミュニティセンターにてさいたま市自治会活動功

労者表彰式が開催され、浦和区からは次の自治会長の皆さんが表彰さ

れました。（順不同）

問合せ／区コミュニティ課　Ｔ829・6040　Ｆ829・6232

日　時／1月10日㈫～13日㈮
会　場／市役所1階東側玄関通路
内　容／災害時被害想定図の展示、
　　　　防災パンフレットの配布など

問合せ／区総務課
　　　　Ｔ829・6015　Ｆ829・6233

浦和区ミニ防災展

　地震や台風などの自然災害への備えとして、地
域で支え合うことの大切さが見直されています。
地域で支え合い、安心して暮らせるまちづくりのた
め、自治会に加入し、地域活動に参加しませんか。
　加入はお近くの自治会役員又は区コミュニティ課
へご連絡ください。

【主な自治会活動】
交通安全 （交通事故防止活動等）
防犯、防災（防災訓練や防犯パトロール等）
環境美化 （ごみ集積所の管理や公園清掃等）
レクリエーション活動（夏祭り等）
情報発信 （自治会掲示板や回覧板等）

問合せ／区コミュニティ課
　　　　Ｔ829・6040 Ｆ829・6232

災害時支え合える人はいますか？
－地域コミュニティの力－

さいたま市自治会活動功労者表彰

金久保　裕 会長（常盤四丁目自治会）

佐々木　弘 会長（前地自治会）

藤村　孝一 会長（領家一丁目自治会）

佐々木英夫 会長（領家六丁目自治会）

長瀬　清重 会長（駒場自治会）

宮坂　典男 会長（上木崎第一自治協力会）

初野　茂美 会長（上木崎五丁目自治協力会）

築に関わる職人として知られる鳶
とび
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しょく

。高所での特殊
作業を行うイメージが強い仕事ですが、その歴史を

紐解くと、いわば「まちの何でも屋さん」。宿場町として栄え
た浦和がそうであるように、各町場や大きな商家には、それ
ぞれお抱えの「町

まち

鳶
とび

」が存在したといいます。建築仕事はもち
ろん、地域の祭礼行事から日常の雑務全般を引き受け、火災
の際は消防の担い手としても頼られてきました。
　そんな鳶職人たちの作業歌として歌い継がれてきたのが
「木

き

遣
やり

歌
うた

」です。「浦和木
き

遣
やり

保存会」の木遣歌は、昭和49年に
は市の無形文化財にも指定され、現在40人弱の会員が活動を続けています。
　今回話を伺ったのは、浦和若鳶会の会長である山田さんを含む、浦和木遣保存会
の皆さん。「途絶えてしまうのは一瞬」と、先人から
受け継いできた伝統技芸を守るため、今では職業・年
齢・性別問わず会員を受け入れています。
　代々担ってきた町鳶としての役割と文化への誇り
が、継承活動の原動力。浦和のまちを、くらしのす
ぐそばで見つめてきたからこその想いを、木遣歌か
ら感じてみてはいかがでしょうか。

▲見学者に木遣を教える山田さん

浦和のまちをともに作り上げているあのひと、このひと。
コロナ禍での働き方や浦和のことをお聞きしました。
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▲浦和木遣保存会のみなさん
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【新型コロナウイルスの影響により、事業内容が変更になる場合があります。詳しくは、市ホームページや各問合せ先へ。】



We are REDS!

会場内の遊具を使った運動です。

対　象／おおむね65歳以上の方
※鹿島台公園のみ雨天中止
※自宅で検温・体調確認のうえ、マスク
を着けてご参加ください。
問合せ／区高齢介護課
　　　　Ｔ829･6153 Ｆ829･6238

会場 期日 時間

鹿島台公園
(仲町) 2/2㈭

14:00

～

15:30調公園内
ふるさと亭
（岸町）

1/5㈭、2/2㈭

すこやか運動教室

日時／2月16日㈭～3月15日㈬（土・日曜日、祝日を除く）
　　　及び2月26日㈰　9時～16時
会場／南部市税事務所（ときわ会館内）2階会議室（常盤）

※感染症予防対策のため、
公民館等での出張申告
受付は行いません。
※申告会場は大変混み合
います。郵送による申
告書の提出にご協力く
ださい。

問合せ／南部市税事務所　個人課税課
　　　　Ｔ829・1386 Ｆ829・6236

市・県民税の申告を受け付けます

浦和警察署

さいたま市役所
浦和区役所

南部市税事務所
（ときわ会館 2階）

新六間道路

保健センター

県庁

旧市民会館
うらわ

浦
和
駅

国
道
17
号 西

口

旧
中
山
道

日頃、介護の不安や悩みを抱えていませんか。介護者サロン・
オレンジ（認知症）カフェでは、介護をしている方同士、日々
の不安や悩みを話し合い、情報交換を通して交流していま
す。お気軽にお問い合わせください。

介護者サロン・
オレンジ（認知症）カフェ

※お住まいの地域の圏域は区高齢介護課へ、内容の詳細については、
各シニアサポートセンターへお問い合わせください。
問合せ／区高齢介護課　Ｔ829・6153　Ｆ829・6238

生活圏域 シニアサポートセンター 電話
北部 かさい医院（針ヶ谷） 823・3031
東部 スマイルハウス浦和（領家） 813・7710
中部 ジェイコー埼玉（北浦和） 834・3782
南部 尚和園（東岸町） 813･8915

浦和レッズ・三菱重工浦和レッズ
レディースの選手を紹介します。浦和
のまちをサッカーで盛り上げよう!教えて! 清

せ い

家
け

選手

 問合せ 区コミュニティ課　Ｔ829・6040　Ｆ829・6232

◆ 試合中観てほしいプレーは?
ぶっちぎるスピード!!

▶ そのために、どんな練習をしていますか?
スプリントトレーニングをしています。

◆ 印象に残っている試合は?
WEリーグカップ決勝（2022.10.1）
日テレ・東京ヴェルディベレーザ戦

◆ サッカー選手になりたいと思ったきっかけは?
ずっと続けていたらサッカー選手になっていました。

◆ 何をしている時が一番楽しい（幸せ）ですか?
犬と昼寝をすること。

◆ ホームタウン浦和区民に向けてメッセージ
皆さんが観ていてワクワクするようなプレーをたくさんしたいと思います。
ぜひ浦和駒場スタジアムに足を運んでいただき、共に戦いましょう!!

◆チーム歴
浦和レッズレディースユース

▲

浦
和レッズレディース

▲

三菱重工浦
和レッズレディース

湯屋敷 孝
こう

楽
らく

が好きです。
※スーパー銭湯

浦和の好きなところ

カレー好きな食べ物

ネギ苦手な食べ物

清家  貴子
SEIKE Kiko

FW:11

写真提供　浦和レッズ※湯屋敷 孝楽（元町2-18-12）は、浦和区PR協力店です。

試合情報は　
こちらから

▲

スプリントトレーニングをしています。
後半27分までに0対3とリードされる苦しい
展開から、清家選手、安藤選手、菅澤選手が
ゴールを決めて同点に。この試合PK戦を
4対2で制し、初代王者となった試合。

三菱重工浦和レッズレディースの選手にインタビュー

U R A W A   2 0 2 3 . 1
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こんにちは
です

にち 区ちははは
です区区区区区区区区区区長 　　　 　　　浦和区長 西林 正文

にしばやし まさ ふみこんにちは
です

にち 区ちははは
です区区区区区区区区区区長 　　　 　　　浦和区長 西林 正文

にしばやし まさ ふみ

　明けましておめでとうございます。皆様には、
穏やかな新年をお迎えのことと心よりお慶び申し
上げます。
　さて、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災
から、17日で28年が経ちます。浦和区では今年も
1月10日から13日まで、市役所1階通路に被災地
の写真や防災備品等を展示し、災害への備えの重
要性を知っていただく「ミニ防災展」を開催します。
地震や風水害等に備え、日頃から避難場所等につ
いてしっかりと確認をしておきましょう。
　また、発災の際には、自助・公助とともに共助がとても大切になります
ので、自治会活動やご近所とのお付き合いについても、この機会に改めて
お考えください。

11月に浦和区防災訓練を
実施しました。


