
区役所の休日窓口
（支所・市民の窓口を除く）

3月25日（土）・26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

開催
日時

3/4㈯
15:00

3/18㈯
15:00

対戦
相手 セレッソ大阪 アルビレックス

新潟

3/26㈰
15:00

清水エスパルス

地域の防災力向上に向けて、分かりやすく防災を学べる動画
「ぼうさいポケット」を公開しています。ぜひご視聴ください。
問合せ／浦和区防災アドバイザー協議会
　　　　Ｔ090･8453･5629

問合せ／浦和レッドダイヤモンズ　Ｔ812・1001　Ｆ812・1212

消防団員は、本業（仕事や学業など）を持ち
ながら、消火活動や火災予防広報、防災訓
練の指導など、地域防災の要として幅広く
活躍しています。
入団資格  市内在住、在勤又は在学で、18歳以上の健康な方
問合せ／浦和消防署　管理指導課　Ｔ833・7284　Ｆ833・1233

　道路交通法の一部改正により、4月1日か
ら、全ての自転車利用者に対して、乗車
用ヘルメット着用の努力義務が課されます。
　命を守るため、自転車に乗るときはヘル
メットを着用しましょう。
※自転車事故で亡くなった人のうち、半数以
上の人が頭部に致命傷を負っています。

問合せ／区くらし応援室　Ｔ829・6049　Ｆ829・6231

１２年前の３月、東日本大震災により、多くの人々の大切な
命が失われました。地震が起きたときに自分や大切な人を
守るため、身の回りの備えをもう一度見直してみましょう。

問合せ／区総務課　Ｔ829・6015　Ｆ829・6233

動画で防災を学ぼう

浦和駒場スタジアムが赤く染まる！

浦和のまちを一緒に守りませんか
―消防団員募集―

自分のために、家族のために。
大人も子どもも自転車ヘルメット！

地震への備えは大丈夫ですか

ⓒURAWA REDS

いユニフォームを着てスタジアムに向かうサポーターの列。休日のグラウンドでボー
ルを追いかけるサッカー少年団の子どもたち。商店街には赤いフラッグがはためき、

街角の飲食店では、知らない者同士がともに試合のゆくえを見守っている―。
　浦和のまちを歩くと、くらしの中に自然とサッカーが溶け込んでいることに気付かされ
ます。今回は、そんな「サッカーのまち浦和」で活躍する伊藤敦樹選手（浦和レッズ）に、話
を伺いました。
　浦和駒場スタジアムの近くで育ち、「駒場ではよく友達と一緒に遊んでいた」と話す伊藤選手は、木崎中学校の卒

業生。憧れの選手たちの姿を追って、大原サッカー場にもよく足を運んでいたそうです。「コロナ禍で、サポー
ターとの交流が難しくなりました」という言葉からは、自分も幼い頃からの熱いレッズサポーターだったから
こその思いがにじみ出ます。「夢を諦めることも、変えることもなかった。続けたくて
もやめる選択をする人もいる中で、今職業としてサッカーができていることが幸せ」と、
素直な気持ちを語ってくれました。

　今でも、毎日大原サッカー場でトレーニングをしている伊藤選手。プロ3年目となる今シーズン、リーグ優勝そして
多くのタイトル獲得に向けてチームに貢献し、子どもたちの夢や目標になるようなプレーをしたいと抱負を語ります。
　サッカーとともにある浦和のまちの魅力・ひとの魅力に、あらためて目を向けてみませんか。

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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ⒸURAWA REDS

ⒸURAWA REDS

▲浦和駒場スタジアム
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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。】

防災士が解説！▶

浦和レッズ試合情報

■防災マップなどを活用して、
自分の住む地域の危険度や避難
場所を確認

【ヘルメットの正しいかぶり方】
■眉上を目安に
　深くかぶる

▼2023明治安田生命Ｊ１リーグ
▼2023Ｊ１リーグ
YBCルヴァンカップ

今年は浦和駒場
スタジアムから
スタート！

■頭を振って
　ズレないか
　チェック

■あご紐は
　しっかり
　締める

■非常用持ち出し品を準備 ■家具などの転倒・落下防止対策

　深くかぶる



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
針ヶ谷小学校
（領家） 3/9㈭・23㈭

14:00

～

15:30
鹿島台公園
(仲町)

3/2㈭・16㈭、
4/7㈮

調公園
（岸町）

3/2㈭・9㈭・
23㈭、4/6㈭

すこやか運動教室

　賃貸物件を退去するとき、納得できない
費用を請求された場合には、国土交通省の
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライ
ン」を参考に、貸主側に説明を求め、費用
負担について話し合いましょう。
　困ったときは、消費者ホットライン又は浦和消費生活セン
ターにご相談ください。

【相談事例】
10年住んだ賃貸アパートを退去したところ、クロスや床の
張替えなど高額な原状回復費用を請求され納得できない。

問合せ／消費者ホットライン　Ｔ188（いやや）
　　　　浦和消費生活センター
　　　　Ｔ871･0164 Ｆ883･4893

賃貸住宅の敷金･原状回復に関するトラブルにご注意シニアサポートセンターにご相談ください

※お住まいの地域の圏域は、区高齢介護課へお問合せください。

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

　シニアサポートセンター（地域包括支援センター）は、地
域で暮らす高齢者の皆さんの介護、福祉、医療などに関す
るさまざまな相談に応じる公的な総合相談窓口です。
　まずは、お電話でご相談ください。

「近くで体操ができるところを知りたい」
「心身の状態に不安が出てきた」
「悪徳商法の被害にあってしまった」など、

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! 安

あ ん

藤
ど う

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?
闘う姿勢。

▶ そのために、どんな練習をしていますか?
チームで行うトレーニングの他に、スピードやパワーを強化する
トレーニングをしています。

◆ サッカー選手になりたいと思ったきっかけは?
サッカーを始めた3歳の頃から「世界一の選手」になりた
いと思っていました。

◆ お休みの時は何をしていますか?
教員をしています。※2021年 筑波大助教に就任

◆ ホームタウン浦和区民に向けてメッセージ
WEリーグ優勝を勝ちとるために、チーム一丸となって闘っています。全力で闘う
「タフ梢」をぜひ観に来てください!!

◆チーム歴
筑波大学

▲

浦和レイナスFC

▲

さいた
まレイナスFC

▲

浦和レッズレディー
ス

▲

（2009-2016）ドイツで8シー
ズンをプレー

▲

浦和レッズレディー
ス

▲

三菱重工浦和レッズレディース

うなぎの「中村家」が好きです。
浦和の好きなところ

お肉、ライス、パン好きな食べ物

ココナッツ苦手な食べ物

安藤  梢
ANDO Kozue

FW:10

ⒸURAWA REDS※中村家（高砂3-2-12）は、浦和区PR協力店です。

試合情報は▲
こちらから

サッカー選手になりたいと思ったきっかけは?
サッカーを始めた3歳の頃から「世界一の選手」になりた

サッカー選手と教員の
『二刀流』

午前中はグラウンドで他の選手
たちとともに練習を行い、午後
は助教として教壇に立つ安藤選
手。ピッチの中も外も、パワフ
ルに駆け回ります。

 2021-22
 

WEリーグ

ベストイレブ
ン

三菱重工浦和レッズレディースの選手にインタビュー
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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

　寒さの続く中にも、春の訪れを少しずつ感
じられる3月となりました。この時期は転入
等の手続きのために、多くの方が区役所にい
らっしゃいます。新しい生活の場として浦和
区を選んだ皆様、住み続けたいまち浦和区へ
ようこそ！
　区役所にお越しいただいたことのある方は
ご存じと思いますが、区役所ロビーには浦和
レッズの選手たちのパネルと記念写真が撮れるブースが設置されています。
　5月6日には埼玉スタジアム2002で浦和レッズのACL決勝戦が行われます。
浦和レッズの応援もかねて、ぜひ記念写真ブースをご利用ください。コミュニティ
課窓口でお声掛けいただければ、記念撮影のお手伝いもさせていただきます。

記念撮影ブースにて
　　　　※1月撮影


