【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.

す

この作品は、まだ裸婦を明確なテーマに据えるより前、

と椅子に腰かけ外に目を向けています。画面全体の落ち

後半生を過ごす浦和に転居した年に描かれた作品です。

着いた色調と、女性の悠々たる表情や服の質感の的確な

以降を浦和でひたむきに描き続けた一方で、寺内は後進

描写の調和は、作品に静穏な雰囲気をもたらしています。

の育成にも力を注いでいます。その指導力と人柄を慕う

せいおん

この作品を描いたのは、地域ゆかりの作家を代表する
おんけん

ら

ふ

門下生が集って結成された研究

一人であり、穏健かつ堅実な描写力で「裸婦の寺内」【図】

会
「武蔵野会」
での指導や、今も

てらうちまん じ ろう

と呼ばれた洋画家・寺内萬治郎（1890-1964）です。「酒も

なお続く埼玉県美術展覧会（県

タバコもやらず、趣味もない」と語った寺内は、毎日欠か

展）の第一回展審査員長を務め

さず、早朝より午前中いっぱいを制作に充てる画業本位

るなど、さいたま市域にとどま

の日々を送りました。
「同じモデルでも日によって違って

らず県下の美術文化の発展にも

見えるのが面白い」と対象に真摯に取り組み、独自の人物

大きな役割を果たしました。

しん し

表現を確立しました。

文

うらわ美 術 館

前 田 伽 南 【図】《髪》1957（昭和32）年

問合せ／区コミュニティ課

Urawa

Sweets

「さいたまスイーツ」から、浦和区内の
vol.6
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。

●菓房 はら山

伊勢丹浦和店

所在地／高砂1-15-1地階 Ｔ834・1111
（大代表）

健康まつり」は、新型コロナウイルス感染症の現状を踏
まえ、中止とすることとなりました。
浦和区民まつり実行委員会では、密に
ならずに区民の皆さんに楽しんでいた

秋のお彼岸に、伊勢丹浦和

だける企画を準備中です。 決定次第、

店限定のおはぎはいかがで

11月号、区ホームページ等でお知らせ

しょうか。全4種（こしあん・

します。

粒あん・ごま・きなこ）ご用
意しています。

問合せ／区コミュニティ課 Ｔ829･6037

のＨＰもご覧ください。

ですか？
ご存じ

Ｆ829・6232

毎年秋に開催している「浦和区民まつり」及び「浦和区

商品はすべて無添加です。

で

Ｔ829・6040

「浦和区民まつり2021」
・
「浦和区
健康まつり2021」中止のお知らせ

昔ながらの製法にこだわり、

さいたまスイーツ

▲

﹁ 裸 婦 の 寺 内 ﹂を 象 徴 す る
当館所蔵作品のひとつ

窓からの日差しに照らされた薄着の女性が、ゆったり

検索

区保健センター Ｔ824･3971

Ｆ829･6232

Ｆ825･7405

ᶆ࠶࠭ߩ␠ળ⽸₂ᵴേ

「選手によるオンライン授業 〜レッズ先生〜」
浦和レッズでは、市内小学校6年生を対象に、選手が「先生」となって自分の半生を振
り返りながら、恩師の言葉や友人・家族への感謝、夢を持つことの大切さなどを伝える
『レッズ先生』という取り組みを行っています。
普段は選手が小学校へ出向いて子どもたちとふれあいながら授業を進めていますが、コ
ロナ禍のため現在はオンラインという形で実施しています。オンラインであっても選手の
想いは子どもたちにしっかり届いているようです。
「とも先生から、近い目標も、遠い目標も、どちらも諦めずに頑張れば、
いつか叶うことを教えてもらえました。」

など、毎回多くの子どもたちから感想が寄せられています。
直接ふれあえるその日まで、画面越しではありますが『レッズ先生』は、
子どもたちへ夢や希望、勇気を与えるメッセージを発信し続けます。
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問合せ／区高齢介護課 Ｔ829･6153 Ｆ829･6238

©URAWA

REDS

▲「レッズ先生」（大久保智明選手）
オンライン授業風景（高砂小）

「目標を大きく立て過ぎず、小さい目標から
どんどんクリアしていきたいと思いました。」

問合せ／浦和レッドダイヤモンズ
Ｔ711・5502 Ｆ840・5503

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。

7月1日 か ら 二 週 間、 誰 で も
弾けるピアノを置こう！ をコン
セプトとし、浦和区役所１階ロ
ビーに「浦和ストリートピアノ
（浦ピ）
」を設置しました。演奏可
能時間は、平日の正午から午後1
時までの限定でしたが、延べ41
人の方に演奏いただき、お昼の
ひと時が美しい音色に包まれました。
期間中には、なんとAKB48の元メンバー
松井咲子さんも来庁され、4曲披露してくだ
さいました。素晴らしい演奏に、皆さん足を
止めて聞き入っている様子でした。
この企画に携わっていただいた方々に厚
く御礼申し上げます。

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／9月21日㈫〜10月5日㈫
※抽選結果は申込者全員に通知します。
問合せ／区高齢介護課
Ｔ829・6153
け ん こ う

健口教室

Ｆ829・6238

く う

〜口腔ケアで認知症・肺炎予防〜

会場
針ヶ谷小学校
（領家）
「浦ピ」演奏
の様子▼

期日

時間

9/9㈭
14:00

鹿島台公園
(仲町)

9/16㈭

調公園
（岸町）

9/9㈭、10/7㈭

〜

こんに
にち
ち
ちは
は

浦和区版

15:30

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／定員
領家公民館／
25人
（抽選）
浦和南公民館／
8人
（抽選）
上木崎公民館／
10人
（抽選）
本太公民館／
10人
（抽選）
仲町公民館／
20人
（抽選）
北浦和公民館／
15人
（抽選）

期日
11/8〜12/13
の毎週月曜日
（全6回）
11/8〜12/13
の毎週月曜日
（全6回）
11/5〜12/10
の毎週金曜日
（全6回）
11/9〜12/21（11/23除く）
の毎週火曜日
（全6回）
10/28〜12/9（11/18除く）
の毎週木曜日
（全6回）
10/29〜12/3
の毎週金曜日
（全6回）

時間
13:30〜15:30
10:00〜12:00
13:30〜15:30
10:00〜12:00
13:30〜15:30
13:30〜15:30

地域運動支援員養成講座

口腔ケアの方法やバランスの良い栄養の取り方など

高齢者が運動習慣を身につけ、 健康でいきいきと暮らせるよう、

について学びます。

健康づくりを支援する地域運動支援員の養成講座を開催します。

日 時／10月21日㈭、11月4日㈭・18日㈭（全3回）

期 日／10月〜12月の指定日（平日全10回）

9時30分〜11時30分
会

場／浦和ふれあい館（常盤）

対

象／市内在住の65歳以上で、全3回参加できる方

定

員／30人（抽選）

1回２〜3時間程度の講義及び実技指導
会

場／講義：大宮区役所（大宮区吉敷町）等
実技：調公園（岸町） 他市内公園
※会場は変更になる場合があります。

対

象／区内で活動を希望される方

募集案内／区高齢介護課、区内公民館などで配布中

定

員／2名程度（選考）

申込期間／9月16日㈭〜30日㈭

申込み／9月15日㈬までに、電話又はFAXで、住所、氏名、年齢、

※結果は全員に通知します。

問合せ／区高齢介護課
Ｔ829･6153

電話番号、応募理由を、問合せ先へ。
Ｆ829･6238

問合せ／区高齢介護課

ベビーカーコンサート＠浦和（とめきち芸術祭）
日 時／9月21日㈫10時50分〜11時30分（受付開始10時20分）
会

費

Ｔ829･6153

Ｆ829･6238

0歳からOK！泣いてもぐずっても大丈夫！

用／大人700円・子ども（小学生以下）300円

場／浦和コミュニティセンター（浦和駅東口・コムナーレ10階）

申込み／9月3日㈮〜

定

員／200人（先着）

問合せ／とめきち芸術祭事務局 （浦和区後援） Ｔ070・3193・9172

申込みは
こちらから▶

U R AWA

2021.9

3

