【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。】

芸術家たちの住むところ

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。
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Vol.

愛らしくピンク色に染まった頬の女性が窓辺に立って
います。風に漂うカーテンに映る影は、この作品のタイ

で評価を得た頃、1915（大正4）年に開催されたパナマ・パ
シフィック万国博覧会美術部門に選出された作品です。

トルにあるマドロナの木の影でしょうか。光の様子から

その数年後、さらなる夢を追いかけるように田中はパ

外は明るく晴れ渡っていることがわかります。明るい外

リに渡りました。数々のサロンで作品を発表し続け、
「裸

光とは対照的に、私たちから顔を背けるようにポーズを

婦のタナカ」としてパリの画壇で称賛を得ますが、大戦中

とる女性は、どこか悲しげにも見えます。

の1941（昭和16）年、ついに一度も故郷の土を踏むこと

そむ

た な か やすし

ら

ふ

しょう さ ん

もの う

この作品の作者、田中保（1886〜1941年）は岩槻で生ま

なくパリで亡くなりました。この作品全体に漂う物 憂げ

れ、1899（明治32）年に旧制浦和中学校（現・埼玉県立浦和

な雰囲気は、異国で拭い去ることの出来ない画家の索漠 ※

高等学校）に入学しました。在学中は実家を離れ、浦和の

とした思いが現れているかのようです。

別所に下宿していたようです。卒業後、程なくして田中は

※索漠:心を満たすものがなく、 物寂しく感じるさま

ぬぐ

さくばく

単身アメリカへと旅立ち、様々な職を転々としながら苦

文

が だん

うらわ美 術 館

滝口明子

学の末に画家となりました。この作品はアメリカの画 壇
問合せ／区コミュニティ課

Urawa

浦和が駒場で盛り上がる！

「さいたまスイーツ」から、浦和区内の
vol.5
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。

ⓒURAWA REDS

浦和レッズのJ1リーグ戦が12年ぶりに駒場で開催！
大会

キックオフ

対戦相手

明治安田生命 第24節 8/14㈯ 19:00 サガン鳥栖
J1リーグ
第26節 8/25㈬ 19:00 サンフレッチェ広島

●Patisserie Porte Bonheur
パティスリー ポルトボヌール

浦和駒場スタジアム以外でも
イベントを展開します！

所在地／北浦和1-24-11 Ｔ711・8875
店名“ポルトボヌール”はフ

浦和のまち を盛り上げる

企画１ 浦和区役所で期間限定展示！
選手等身大パネル大集合、歴代バナーフラッグ
企画２ チケット半券やREX会員証を持って参加店へGO ！
「サッカーのまち 浦和駒場応援キャンペーン」
実施
企画３「選手バナーフラッグ」が浦和のまちに復活！？

ランス語で“幸せをはこぶ”
との意味。みなさまが幸せ
に、そして笑顔になってい
ただけるケーキを提供す

る お 店 で す。 お ス ス メ は、

※試合情報やイベントの詳細、
お問い合わせはこちらから▶

シュークリーム!

のＨＰもご覧ください。
で

Ｆ829・6232

サッカーのまち

Sweets

さいたまスイーツ

Ｔ829・6040

問合せ／浦和レッドダイヤモンズ
検索

Ｔ711・5502

Ｆ840･5503

※応募用紙は、市HPからダウンロードできるほか、
区くらし応援室窓口でも配布しています。

浦和区役所・JR東日本「浦和駅」共催事業

「鉄道の交通安全啓発」作品募集！

浦和区役所

鉄道の交通安全

検索

「エスカレーターでは歩かない」「かけこみ乗車危険」等の、安全な鉄道利用時のルール・マナーを表現した「鉄道の交通安全」
に関するポスター、俳句、川柳を募集します。駅長賞・区長賞の受賞作品は、11月中旬〜12月中旬に浦和駅構内にて展示する
とともに、記念品の贈呈を予定しています。
募集作品

規格

応募方法

締切

応募用紙に必要事項を記載の上、
四ツ切画用紙、
郵送又は直接、問合せ先へ（消印
ポスター
水彩
有効）
9/24
応募用紙に必要事項を記載の上、 ㈮
俳句
俳句は季語を
郵 送、FAX、 メ ー ル 又 は 直 接、
川柳
含むもの
問合せ先へ（消印有効）

応募部門／小学生の部、中学生の部、高校生の部、一般の部
表

彰／10月中に受賞者へ通知し、 市ホームページ等
で氏名・学校名・学年等を発表します。

その他／応募された作品の返却は行いません。 応募作
品の著作権は主催者 （浦和区役所、JR東日本
浦和駅）に帰属します。
問合せ／区くらし応援室
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問合せ／区高齢介護課 Ｔ829･6153 Ｆ829･6238

Ｔ829･6049

Ｆ829･6231

市報さいたま

区長

です

すこやか運動教室
浦和区長

浦和区長

会場内の遊具を使った運動です。

浦和区役所は、埼玉県浦和警察署と連携し

会場

期日

調公園
（岸町）

8/5㈭、9/2㈭

てSNSを活用した交通安全啓発等に関する
情報を発信するため、協定を締結しました。
現在、浦和警察署と区は、YouTubeに「わ
くわく浦和区浦警チャンネル」を開設し、交
区内の交通事故の発生状況や交通通安全に関するルール、地域の取り組
みなど、様々な年代の方に交通安全の大切さを感じていただけるような内
容です。動画は、このページのいちばん下に掲載した記事の二次元コード
からご覧になれます。
ぜひ皆さんもチャンネル登録をお願いします。

ますます元気教室を開催します！
おもりを使った「いきいき百歳体操」を中心に日常生活で必
要な筋力を鍛えます。健康長寿に欠かせない「お口の健康」
や「栄養」、「認知症予防」についても学べます。
対

象／市内在住で、65歳以上の方

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／8月2日㈪〜16日㈪
問合せ／区高齢介護課
Ｔ829・6153

会場／定員

期日

時間

9/8〜10/13
の毎週水曜日
（全6回）

10:00〜12:00

大東公民館／
7人
（抽選）

9/3〜10/8
の毎週金曜日
（全6回）

13:30〜15:30

仲本公民館／
8人
（抽選）

9/13〜10/25（9/20除く）
の毎週月曜日
（全6回）

10:00〜12:00

針ヶ谷公民館／
20人
（抽選）

9/8〜10/13
の毎週水曜日
（全6回）

13:30〜15:30

南箇公民館／
15人
（抽選）

9/8〜10/20（9/29除く）
の毎週水曜日
（全6回）

10:00〜12:00

Ｆ829・6238

※抽選結果は申込者全員に通知します。

コミュニティキャンパス浦和

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・

学びのきっかけづくりに、

オレンジ（認知症）カフェでは、介護をしている方同士、日々

生涯学習講座を受講してみませんか。

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

会

生涯学習塾に参加しませんか

す。お気軽にご参加ください。

場／岸町公民館

内 容／「おとなの浦和塾」、「スマホ講座」、「親子で遊ぼ
う講座」、「元気シニア知識講座」など

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

コムナーレ9階メールボックスE-22

南部

尚和園（東岸町）

813･8915

コミュニティキャンパス浦和（江部）

募集要領／区コミュニティ課、区内各公民館で配布中。
団体ホームページでもお知らせしています。
申込み・問合せ／〒330-0055

※お住まいの地域の圏域は、区高齢介護課へお問い合わせください。

Ｔ829・6153

15:30

岸町公民館／
20人
（抽選）

介護者サロン・
オレンジ（認知症）カフェ

問合せ／区高齢介護課

14:00

※針ヶ谷小学校、鹿島台公園はお休みです。
対 象／おおむね65歳以上の方
※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

▲協定締結式の様子

通安全の啓発動画を公開しています。

時間
〜

こんに
にち
ち
ちは
は

浦和区版

浦和区東高砂町11-1

urawaccu@gmail.com
団体HPはこちら▶

Ｆ829・6238

「わくわく浦和区浦警チャンネル」YouTube配信中！
浦和区役所と浦和警察署が作成した交通安全啓発動画を配信しています。
浦和区内の交通安全に関する身近な情報をお伝えしています。
問合せ／区くらし応援室

Ｔ829･6049

Ｆ829･6231

▲動画はこちらから

U R AWA

2021.8
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