
Urawa Sweets

問合せ／区高齢介護課　Ｔ829･6153 Ｆ829･6238

万が一、子どもが犯罪に遭遇した時に回避行動がとれるよ
うに、体験型教室を開催します。
日　時／8月10日㈫　10時30分～12時
会　場／浦和区役所保健センター　5階　大会議室
内　容／不審者から逃げる練習や助けを呼ぶ練習など、
　　　　子どもが犯罪に遭遇した時に役立つ体験型教室
講　師／NPO法人体験型安全教育支援機構
対　象／区内在住の小学1・2年生とその保護者
定　員／20組（抽選）
持ち物／ランドセル又は子ども用バッグ、タオル（手首にま

ける長さのもの）、飲み物
※動きやすい服装でご参加ください。

申込み／7月25日㈰までに、市ホームページ
電子申請サービスからお申込みください。

問合せ／区総務課　Ｔ829・6015　Ｆ829・6233

浦和区親子防犯教室を開催します

6月号に掲載した浦和のうなぎクイズ
の正解は、⑶ 一生 でした！

7月28日㈬は、夏の土用の丑の日です。
夏バテ予防に浦和でうなぎの蒲焼を召
し上がってみてはいかがでしょうか。

問合せ／区地域商工室
　　　　Ｔ829･6179 Ｆ829･6235

「浦和のうなぎ」クイズの答え

浦和レッズの協力のもと、コーチングスタッフを迎えサッカー教室を開催します。
初心者の方も大歓迎。
日　時／7月31日㈯（雨天決行・荒天中止）
　　　　10時30分～11時45分（受付10時～）
会　場／駒場運動公園（駒場）
対　象／区内在住・在学の小学生の女子児童
　　　　※必ず保護者が同伴してください。

定　員／80人（抽選）
申込み／7月14日㈬までに、市ホームページ電子申請サービス
　　　　からお申込みください。
※サッカー教室で撮影した写真は、市ホームページなどで公開します。
　あらかじめご了承ください。

問合せ／区コミュニティ課　Ｔ829・6037 Ｆ829・6232

第13回めざせ！！“なでしこ”
　　　　女子サッカー教室を開催します

「さいたまスイーツ」から、浦和区内の
お店を紹介しています。
地元の“おいしい魅力”を再発見してみませんか。

うらわ美術館のコレクションから、浦和地域に
ゆかりのある作品を紹介します。

問合せ／区コミュニティ課　Ｔ829・6040　Ｆ829・6232

あんみつの寒
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は伊豆諸島
産テングサを使用。薪で煮
る昔ながらの製法で製造し
ています。暑い季節に、本
格的なあんみつ、ところて
んで涼をとってみてはいか
がでしょうか。
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芸術家たちの住むところ Vol.4

　地域ゆかりの画家の一人、武
たけ

内
うち

鶴
つる

之
の

助
すけ

（1881～1948年）

は、英国留学中に出会ったパステル（チョークに似た画材）

を日本で普及させることに貢献しました。空や雲を描い

た秀作を数多く描いており、この作品も、気流によって

刻々と変わりゆく空、そして雲や大地に降り注ぐ光の移

ろいを的確にとらえています。 

　武内は一時期、浦和の鹿
か

島
しま

台
だい

で暮らしました。鹿島台

という地名は現在の住所には残っていないものの、今も

通称として使われています。鹿島台の場所も明確には特

定できませんが、おおよそ浦和駅から西へ徒歩15分程度、

街の中心部を抜けた閑静な住宅街を指します。別所沼の

東側に隣接する高台で、周囲に官公庁がある堅
けん

牢
ろう

な地盤

を備えているため、関東大震災後に新興住宅地として注

目を集めました。東京から多くの人が移住し、そのなか

に幾人かの芸術家も含まれていました。震災直後には小
こ

林
ばやし

真
しん

二
じ

が、次いで武内や相
そう

馬
ま

其
き

一
いち

、跡
あと

見
み

泰
ゆたか

らが鹿島台に

転居しています。彼らは東京の展覧会で入賞を重ね、渡

航経験もあるなど、すでにある程度の実績を積んだ画家

で、当時宅地整理が先進していた鹿島台にアトリエ付き

の住居を構えました。以降、昭和初期にかけて鹿島台周

辺地域に芸術家が集い始めたのです。 

文　うらわ美術館　松原知子

さいたまスイーツ で 検索

のＨＰもご覧ください。
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▼電子申請は
　こちらから

▼電子申請は
　こちらから

© やなせたかし／やなせスタジオ

さいたま観光大使
浦和うなこちゃん

【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。】



高齢者の皆さんが身近な場所で仲間と一緒に行う「いきいき百
歳体操」の普及に取り組む「いきいきサポーター」を養成します。
日　時／8月25日～10月13日の毎週水曜日（全8回）
　　　　9時30分～11時30分
会　場／浦和ふれあい館（常盤）
内　容／介護予防に効果的な「いきいき百歳体操」の運動方

法を学びます。
対　象／市内在住で、区内でボランティア（いきいきサポー

ター）として地域の介護予防活動などに参加できる方。
定　員／30人（抽選）※結果は全員に通知します。
申込み／7月5日㈪～30日㈮【募集案内（申込書）は区高齢介護課で配布】

問合せ／区高齢介護課　Ｔ829･6153　Ｆ829･6238

いきいきサポーター養成講座

●さいたま市が設置する集団接種会場 ※事前予約制

　会　場：浦和区役所　※土・日曜日のみ開設

　問合せ：さいたま市コロナワクチンコールセンター
　Ｔ0570・028・027　Ｆ0570・020・810
　電話受付時間：９時～１７時(土・日曜日、祝日も対応）

●埼玉県が設置する集団接種会場 ※事前予約制

　会　場：埼玉県浦和合同庁舎　※7月末まで全日開設

　問合せ：埼玉県高齢者ワクチン接種センター相談窓口
　Ｔ0570・071・077　Ｆ830・4808
　電話受付時間：９時～１７時(土・日曜日、祝日も対応）

問合せ／区総務課　Ｔ829・6015　Ｆ829・6233

新型コロナウイルスワクチンの
集団接種を行っています

行事名 日時／会場 対象／定員／費用 申込み／問合せ
ハンドセラピー養成講座
手のひらの温もりを通した
癒しのケア

「A：首と肩、B：手と腕」

7/30㈮ A： 9:30～12:00
B：13:30～16:00

／浦和コミュニティセンター
（浦和駅東口・コムナーレ10階）

18歳以上の方
／各10人（先着順）
／各2,000円

7/4㈰から、電話又はFAXで、住所、氏名、電話番号を、
問合せ先へ　※団体ホームページでも申し込めます 　
／NPO法人ハンドセラピー・彩
Ｔ090・4521・6949　Ｆ651・3801

浦和ユースオーケストラ
第13回定期演奏会
ジュニアオーケストラの演
奏会

8/8㈷
14:00～16:00
／彩の国さいたま芸術劇場（中
央区上峰）

どなたでも
／30人（先着順）

7/3㈯9時から、Eメールで、行事名、氏名、電話番号を、
問い合わせ先へ　※団体ホームページでも申し込めます 
／浦和ユースオーケストラ
Ｔ080・3721・1200
Ｅmanag@urawayouth.com

異文化交流コンサート
①～⑥
箏体験教室
⑦

（下段をご覧ください）

①7/24㈯13:00～14:00
②7/24㈯15:00～16:00
③7/25㈰14:00～15:00
④7/30㈮14:00～15:00
⑤7/31㈯14:00～15:00
⑥8/7㈯  14:00～15:00
⑦7/31㈯ A：13:00～14:00

B：14:30～15:30
／浦和コミュニティセンター

（浦和駅東口・コムナーレ10階）

①～⑥
どなたでも
／各20人（抽選）
⑦
小学生／各10人（抽選）

7/12㈪（必着）までに、往復はがきで、希望日、行事名、
氏名、住所、電話番号（⑦希望の場合は希望時間、学年）
を送付先へ
※①～⑥1通で1行事2名まで、⑦1通で1名のみ
／NPO法人Arts＆Healthさいたま
Ｔ090・4742・6497（菊池）
送付先／〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町11-1 コ
ムナーレ9階 さいたま市市民活動サポートセンターメール
ボックスB-01

①スウェーデンの暮らし紹介とニッケルハルパ演奏／②ヴァイオリン＆サックス＆ピアノによるコンサート／③JAZZコンサート／
④日本の歌を歌いましょう／⑤ヴァイオリン＆フルート＆ピアノによるクラシックコンサート／⑥箏＆ヴァイオリン＆ニッケルハルパ＆ピア
ノによるコンサート／⑦子ども箏演奏体験教室

 浦和区市民活動ネットワークの催し 浦和区市民活動ネットワーク連絡会
Ｈhttps://urawaku-network.jimdofree.com/

（各団体のホームページはこちらからアクセスできます）

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
※針ヶ谷小学校、鹿島台公園はお休みです。
※自宅で検温のうえマスクを着けてご参

加ください。
※体調不良の方は参加をお控えください。
問合せ／区高齢介護課
　　　　Ｔ829･6153　Ｆ829･6238

会場 期日 時間

調公園
（岸町） 7/1㈭、8/5㈭

14:00

～

15:30

すこやか運動教室
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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

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

　国内でも新型コロナウイルスワクチンの接
種が進んでまいりました。浦和区では、すで
に浦和区役所を会場とした集団接種が始まっ
ておりますが、区内には他に埼玉県が設置す
る会場もありますので、お越しの際はお間違
えのないようお気をつけください。
　さて、右の写真は、さいたま市政20周年等を記念して「北浦和ターミナルビル」
でミニコンサート（箏とグランドピアノ　夢の共演）が開催された際、主催者並
びに演者の方と撮影したものです。このコンサートの開催には、浦和区市民活
動ネットワーク登録団体である「ＮＰＯ法人Arts & Health さいたま」さんにも
ご協力いただいています。ご尽力いただいた皆さん、ありがとうございました。


