
ポイント
●定期的に、巣が作られやすい場所(右図)を中心に
　見て回りましょう。
●女王バチが1匹で巣を作り出す4月頃から点検をしま
　しょう。
●換気口や通気口などに虫よけの網を貼りましょう。
●定期的に庭木を剪

せ ん

定し、雨風をしのげるような場所
　を作らないようにしましょう。
※巣を駆除する場合は、巣に女王バチがいる夜間や早朝が有効です。
※巣は、ハチ用殺虫剤散布後、数日経ってからハチがいないことを確認し、取り除いてください。
　（巣は、可燃ごみで出すことができます。）

問合せ／区くらし応援室　Ｔ829・6052　Ｆ829・6231

ハチの巣は作らせない！～今のうちにできること～

▶事故を防止するため、必ず犬を押さえられる方がお連れください。
▶雨天の場合、午前の部は9時に、午後の部は12時30分に実施の有無を決定しますのでお問い合わせください。
▶犬の登録が済んでいる方は、集合注射のご案内のはがきをご持参ください。
▶車での来場はご遠慮ください。

問合せ／区くらし応援室　Ｔ829・6052　Ｆ829・6231

料金
【登録済みの場合】3,500円
【新規登録の場合】6,500円
（内訳）予防注射料金…………2,950円
　　　注射済票交付手数料……550円
　　　新規登録手数料………3,000円

集合狂犬病予防注射を実施します

問合せ／区高齢介護課　Ｔ829･6153 Ｆ829･6238

月日 曜日 時間 場所 所在地
4/3 金 10:00～11:30 北浦和廓

か く

信
し ん

寺
じ

専用駐車場 北浦和3-16-21
4/4 土 13:30～15:00 さいたま市役所駐車場 常盤6-4-4
4/7 火 13:30～15:00 上木崎足立神社 上木崎5-11-1
4/9 木 10:00～11:30 大東自治会館 大東1-9-13
4/10 金 10:00～11:30 駒場運動公園 駒場2-1-1
4/14 火 13:30～15:00 調

つきのみや

公園 岸町3-17-41
4/25 土 13:30～15:00 さいたま市役所駐車場 常盤6-4-4

問合せ／区コミュニティ課
Ｔ 829・6037　Ｆ 829・6232

浦和区の花が「ニチニチソウ」であることを知っていますか。 ニチニチソウの種を
コミュニティ課で配布しています♪

　熱帯地域原産の暑さに強い花で、開花時期に毎日咲くことから
「日

にち

々
にち

草
そう

」と呼ばれるようになりました。
　区の色である赤をはじめ、白、ピンク、紫などがあり、浦和の元
気なイメージにぴったりの花です。

種 まき  3～5月（発芽適温:20～25℃　生育適温:15～30℃）
開花期  7～9月　　 草 丈  40～50㎝
 栽培のポイント 
・発芽から生育初期は、土の表面を乾かさないようにしてください。
・芽がたくさん出た場合は、間引きしましょう。
・生長し密集してきたときは、こまめに切り戻ししましょう。

ニチニチソウ って?

ニチニチソウ をもっと身近に!区の花

〈花言葉〉友情、楽しい思い出
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①軒下　②庭木　③室外機

巣が作られやすい場所
▲初期のアシナガ
　バチの巣

▲大きく成長したハチの巣（8月頃）

こんなに大きく
なる前に対策を！

【新型コロナウイルスの影響により、掲載事業の中止や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。】



介護をしている方同士で語り合い、情
報交換や気分転換をしませんか。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。

介護者サロン・オレンジカフェ を開催します!

オーケストラで演奏してみたい方のための公開練習と体験会
日　時／5月10日㈰　10:00～12:00
会　場／柏屋楽器フォーラム　5階　ホール（岸町7-1-9）
対　象／小学生～大学生
定　員／30人（先着順）
費　用／無料
申込み／5月3日㈷までに、Eメール又はFAXで、住所、氏名、学年、
　　　　電話番号、演奏楽器名を、問合せ先へ。
問合せ／浦和ユースオーケストラ
　　　　Ｔ080・3721・1200　Ｆ048・627・6616
　　　　Ｅmanag@urawayouth.com

浦和区市民活動ネットワークの催し
浦和ユースオーケストラ練習体験会

会場内の遊具を使った運動です。

※鹿島台公園のみ雨天中止
対　象／おおむね65歳以上の方
費　用／無料
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） 4/9㈭・23㈭

14:00

～

15:30
鹿島台公園
(仲町) 4/16㈭

調公園
（岸町）

4/2㈭・9㈭・
23㈭、5/7㈭

すこやか運動教室

オーケストラで演奏してみたい方のための公開練習と体験会

／柏屋楽器フォーラム　5階　ホール（岸町7-1-9）

浦和ユースオーケストラ練習体験会

ご存じです
か？

　今年も、埼玉スタジアムの第3・第4グラウンドで、『第22回交流サッカーフェスティ
バル』が開催され、レッズレディースの選手、ハートフルクラブコーチが参加し、約250
人の方々と、サッカー・フットサルを通じて充実した時間を過ごしました。
　このサッカーフェスティバルは、県内の知的障がい児・障がい者のサッカーチーム
に、日頃の練習の成果を発揮する機会を提供すると共に、参加者同士の交流とサッカー
の普及を図ることを目的として、トップチームの練習場である大原サッカー場に隣接す
る埼玉県障害者交流センター主催で毎年実施しています。 ©URAWA　REDS

今月の浦和レッズ　ホームゲーム情報

会場／埼玉スタジアム2○○2

大会／節 キックオフ 対戦相手
 Jリーグ戦 7節  4/4（土） 19:00 セレッソ大阪
 Jリーグ戦 8節  4/12（日） 16:00 サガン鳥栖
 ルヴァン杯 5節  4/22（水） 19:30 セレッソ大阪
 Jリーグ戦 10節  4/26（日） 16:00 鹿島アントラーズ

会場／浦和駒場スタジアム

今月の浦和レッズレディース　ホームゲーム情報
大会／節 キックオフ 対戦相手

なでしこリーグ
カップ 1節  4/11（土） 14:00 ニッパツ横浜FC

シーガルズ

なでしこリーグ
1部 4節  4/19（日） 14:00 マイナビベガルタ

仙台レディース

会　場 北浦和公民館 上木崎公民館
名　称 カフェケア木 メンズ苦楽部 オレンジカフェさぽーと

4月  8日（水） 22日(水) ̶̶
5月  13日（水） ̶̶ 27日（水）
6月  10日（水） 24日(水) ̶̶

会　場 ジェイコー埼玉
名　称 おれんじカフェ 介護のつどい全体会 終末期のつどい

4月  11日(土） 2日(木） ̶̶
5月  9日(土） ̶̶ 20日(水）
6月  13日(土） 4日(木） ̶̶

■ シニアサポートセンタージェイコー埼玉 [ 中部圏域 ]
Ｔ 834・3782 Ｆ 834・3794

■ シニアサポートセンターかさい医院 [ 北部圏域 ]
Ｔ 823・3031 Ｆ 823・3032

会　場 岸町公民館 仲本荘（※） カフェトレノーヴェ 圓蔵寺
名　称 介護者サロン オレンジカフェ

4月 17日（金）  9日（木）  8日（水） 22日（水）
5月 15日（金）  14日（木）  13日（水） 27日（水）
6月 19日（金）  11日（木）  10日（水） 24日（水）

■ シニアサポートセンター尚和園 [ 南部圏域 ]
Ｔ 813・8915 Ｆ 883・8696

会　場 領家公民館 大東公民館 南箇公民館 愛・グループホーム瀬ヶ崎
名　称 領家のつどい おれんじカフェ大東 おれんじカフェ南箇 おれんじカフェ瀬ヶ崎

4月 21日（火） ̶̶ ̶̶ ̶̶
5月 19日（火） 13日（水） ̶̶ ̶̶
6月 16日（火） ̶̶ 3日（水） 18日（木）

■ シニアサポートセンタースマイルハウス浦和 [ 東部圏域 ]
Ｔ 813・7710 Ｆ 813・7731

問合せ  区高齢介護課　Ｔ829・6153 Ｆ829・6238

※仲本荘は 60歳未満の方はご利
用できません。また、一部利用
料金がかかる場合があります。

問合せ／浦和レッドダイヤモンズ　Ｔ812・1001（火～土 10～17時）　Ｆ812・1212

U R A W A   2 0 2 0 . 4
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