
コンビニエンスストア等で交付する一部の証明書は、区役
所等の窓口より手数料が安くなります。是非ご利用ください。

証明書の種類 取扱可能時間 手数料
（1件あたり）

住民票の写し
6:30

～

23:00
※年末年始及びメンテ
　ナンス日を除く

200円

区役所等の窓口で
取得する場合は
300円かかります

印鑑登録証明書

最新年度の個人市民税・県民税証明
（所得・課税（非課税）、納税証明書）

戸籍の附票の写し 9:00

～

17:00
※平日のみ戸籍全部・個人事項証明書 450円

※請求内容によっては発行できない場合もあります。

問合せ／区区民課　Ｔ829・6069　Ｆ829・6234

マイナンバーカードを使って
各種証明書がコンビニで取得できます

問合せ／区高齢介護課　Ｔ829･6153 Ｆ829･6238

掲載コース  常盤・仲町界隈を歩く

　常盤・仲町界隈は、うらわ美
術館と県立近代美術館という
2つの美術館に恵まれた文化芸
術の香り高いエリアで、多く
の彫刻に出会えます。 
　浦和駅周辺では、中

なか

野
の

四
し

郎
ろう

や細
ほそ

野
の

稔
よし

人
ひと

など浦和ゆかりの彫刻家の作品を観ることがで
きます。また、市役所には「埼玉サッカー発祥の地碑」があ
り、埼玉県師範学校時代の歴史を伝えています。北浦和駅
近くの北浦和公園には、ニレやイチョウなどの緑豊かな西
洋風庭園の中に県立近代美術館があります。美術館北側の
橋
はし

本
もと

真
まさ

之
ゆき

作「果実の中の木もれ陽」は鍛
たん

金
きん

という技法で少し

ずつ増殖して大きくなった迫力ある彫刻です。浦和北公園
には茶室を備えた恭

きょう

慶
けい

館
かん

と日本庭園があり、テニスやゲー
トボールも楽しめます。天然記念物のカイノキ近くにある
榊
さかき

原
ばら

義
よし

達
たつ

作「学生像」は、かつてこの地にあった旧制浦和高
等学校に由来し、バンカラな学生の息吹を感じさせてくれ
ます。2つの公園はつながっており、広い敷地ならではの
彫刻作品をゆっくりと鑑賞で
きます。浦和は古くから多く
の芸術家がアトリエを構えた
ことでも知られますが、「まち
かど彫刻」で気軽に芸術に親し
んでみてはいかがでしょうか。

「まちかど彫刻の街」

文／浦和区文化の小
こ

径
みち

づくり推進委員会
問合せ／区コミュニティ課　Ｔ829・6037　Ｆ829・6232

このコーナーで紹介する文化財等は、常時公開されていないものも含まれてい
ます。見学の際には、マナーを守り、文化財等の所有者や管理者、近所の方、他
の見学者や参拝者の迷惑とならないようにお願いします。

果実の中の木もれ陽

「学生像」とカイノキ

文化の小径
探訪 Vol.3

うらわ
再発見!

浦和の調
つき
神社の狛うさぎ

をモチーフにしたおまん
じゅう。柚子、小豆、栗、
梅の４種の味をうさぎ型
のパッケージに詰め合わ
せました。

所在地／本太2-8-16
Ｔ882・5100

「招きうさぎ」　6コ入　660円（税込）
▶ 松月堂

う わ お た

「招きうさぎ」

う わ お たら の も せ
自分への
ご褒美
にも!
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　毎年秋に開催している「浦和区民まつり」（会場：浦和北
公園、市場通り・常盤公園、浦和駅周辺、調

つきのみや

公園）及び「浦
和区健康まつり」（会場：浦和コミュニティセンター）は、新
型コロナウイルス感染症（COVID-19）の現状を踏まえ、中
止とすることとなりました。
　ご来場を楽しみにしていた皆さん及び
ご関係の方々には大変ご迷惑をおかけいた
しますが、ご理解いただきますようお願い
いたします。
問合せ／区コミュニティ課 Ｔ829･6037　Ｆ829･6232
　　　　区保健センター Ｔ824･3971　Ｆ825･7405

「浦和区民まつり2020」・「浦和区健
康まつり2020」中止のお知らせ

泣いてもぐずっても大丈夫！0歳から参加できるクラッシックコンサート
日　時／9月24日㈭　10時50分～11時30分（開場10時20分）
会　場／浦和コミュニティセンター多目的ホール
　　　　（浦和駅東口・コムナーレ10階）
対　象／中学生以下の子どもと保護者

※当日お手伝いをしてくれる運営ボランティアも募集中！
（対象：どなたでも）詳細は問合せ先へ。

定　員／100人（先着順）
費　用／大人700円、小人300円

※無料になる場合があります。詳細は団体HPへ。
申込み／9月3日㈭9時から、Eメール又は団体HPで、氏名、参加

する大人と子どもの人数、必要席数を、問合せ先へ。
※右の二次元コードの申込みフォームからも申し込めます。

後　援／浦和区
問合せ／とめきち芸術祭事務局（平井）
　　　　Ｔ070・3193・9172　ＥHPに掲載
Ｈhttps://79tomekichi79urawa.wixsite.com/geijutsusai2020/2019-4

とめきち芸術祭ベビーカーコンサート＠浦和

【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。】



介護をしている方同士、
情報交換をとおして交流
しています。お気軽にご
参加ください。

　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。　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。　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（認知症）カフェ を開催します!

一般介護予防事業とは・・・
65歳以上の皆さんが、地域において「自発的に」「参加意欲を
持って」「継続的に」活動ができるような取組みを応援する
ための事業です。

※自宅で体温測定の上、マスクを着用して参加してください。
問合せ／区高齢介護課　Ｔ829･6153　Ｆ829･6238

教室名／健
け ん

口
こ う

教室
内　容／口腔

く う

ケアの方法やバランスの良い栄養について学ぶ
日　時／10月28日、11月11日の各水曜日
　　　　14時～15時30分　(全2回) 
会　場／仲本荘（東仲町）
対　象／市内在住の65歳以上で、全2回参加できる方
定　員／15人(抽選)　※結果は全員に通知します。
募集案内／区高齢介護課、区内各公民館などで配布中
申込期間／9月23日㈬～10月7日㈬

教室名／ますます元気教室
内　容／いきいき百歳体操や健康長寿について学ぶ
日　時／10月初旬～12月中旬(全6回)
会　場／区内各公民館(岸町・仲本・針ヶ谷公民館を除く)
対　象／市内在住で、65歳以上の方
定　員／7人～20人(抽選)　 ※結果は全員に通知します。
募集案内／区高齢介護課、区内各公民館などで配布中
申込期間／9月1日㈫～9月15日㈫

教室名／すこやか運動教室 ※鹿島台公園のみ雨天中止
内　容／会場内の遊具を使った運動

対　象／おおむね65歳以上の方

一般介護予防事業の参加者を募集します　～いつまでも元気に自立した生活を送るために～

会場 期日 時間
針ヶ谷小学校（領家） 9/10㈭・24㈭ 14:00

～

15:30
鹿島台公園(仲町) 9/17㈭
調公園（岸町） 9/3㈭・10㈭・24㈭、10/1㈭

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

9月 2日（水） ̶̶ 23日（水）
10月 22日（木） 21日（水） ̶̶

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

9月 ̶̶ 16日（水） 12日（土）
10月 1日（木） ̶̶ 10日（土）

■ 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

9月 18日（金） 10日（木） 9日（水） 29日（火）
10月 16日（金） 8日（木） 14日（水） 27日（火）

■ 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

9月 15日（火） ̶̶ ̶̶ ̶̶
10月 20日（火） ̶̶ ̶̶ ̶̶

■ 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。
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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

　厳しい暑さが残る中にも、少しずつ秋の気配を感じる季節にな
りました。これから寒暖差も大きくなってきますので、体調管理
には十分お気を付けください。
　7月に区内小学校を訪問し、皆さんからお預かりしたマスクを
お届けしました。この取組みは、地域の自治会や市民の方はもち
ろん、北は岩手県、南は沖縄県にお住まいの方まで、全国からた
くさんの寄付がありました。マスクは最終的に約11,480枚集ま
り、訪問した小学校からは「全国の方々から見守られているのを
感じ、嬉しいです。」「大切に使います。」といったお話がありまし
た。ご協力いただいた皆さんに改めて感謝申し上げます。

大東小学校 高砂小学校

岸町小学校 北浦和小学校

右の二次元コードを読み取るか、検索にてご覧ください。

浦和区公式ツイッターで情報を発信しています！＠UrawaSCPR
浦和区　ツイッター 検索


