【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.

せん とう

きわ

クリーム色の壁面と尖塔が印象的な洋風の建物が、画

特質を探究し続け、画題を変えながら油絵表現を究 めて

家の視座からは全貌が見えないほどの大きさと実在感で、

いきます。一水会を中心に、個展も多数開催し、後年に

ひっ ち

いく え

いっ すい かい

力強い筆 致 により幾 重 にも塗り込んで描かれています。

はNHK趣味講座・油絵入門の講師も務めるなど幅広く活

手前に色濃く描かれた影や道路沿いの木々からは、太陽

躍しました。

光の照りつける天気の良い日であったことがわかります。
こ まつざきくに

この作品を描いたのは、地域ゆかりの洋画家・小松崎邦
お

この《浦和風景》は、表現を変容させていく小松崎の最
初期、16歳の頃に描かれた作品です。画中の風景からは、

雄（1931〜1992年）です。旧制浦和中学校（現・県立浦和

明治から大正にかけて浦和に多く建てられた洋風の公共

高等学校）在学中、美術教諭の薦めで同校の先輩にあたる

施設が、制作当時もまだ身近にあったことが分かります。

た か だ まこと

画家・高田誠に師事し、1945年よりデッサンと油絵を本
げ い じゅつ

格的に学び始めました。東京藝術大学卒業後も「存在の真

若き日の小松崎の視点による、今では見られない「浦和風
景」は当時を示す地域資料としても貴重な作品です。

実に、絵画する行為を通して迫りたい」として、油絵具の

文

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.7
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 bakery ウラワベーカリー

うらわ美 術 館

Ｔ829・6040

前田伽南

Ｆ829・6232

除菌装置を寄贈いただきました
地元企業で、 さいたま市リーディングエッジ企業 に
も認証されている株式会社住田光学ガラス様より、『深
紫外パルス光によるスピード除菌装置HD-200S』3台を
寄贈していただきました。

掛川ビル1F Ｔ838・3767

9月5日㈰まで浦和区役所で行われていた新型コロナ

さいたま市役所庁舎前にあ

ウイルスワクチン集団接種会場でも、活用しております。

所在地／仲町4-2-14

るパン屋さん。併設したキッ

チンで、仕込から焼成まで
すべて行なっています。

クリームパンはじめ菓子パ
ンの種類も豊富に取り揃え
ています。おやつにどうぞ!
のＨＰもご覧ください。
さいたまスイーツ

で

検索

問合せ／区総務課

魅力発信！

Ｔ829･6015

浦和区

PR協力店を募集します！

Ｆ829･6233

PR協力店

検索

浦和区内に所在地を有する店舗等と浦和区役所が協力・連携し、お互いの魅力を広く発信する、ＰＲ協力店を募集し
ています。区役所や関係団体等のイベントなど各種情報や浦和区の魅力を広く知っていただくため、チラシやポスター
などの配布、掲示にご協力ください。
浦和区では協力店を区ホームページやツイッターなどでご紹介します。詳しくは区ホームページをご覧ください。
問合せ／区地域商工室

区役所 の休日窓口 （支所・市民の窓口を除く）
日

時

主
な
取扱業務

10月31日（日）

8時30分〜17時15分

問 合 せ

Ｔ829･6179

Ｆ829･6235

さいたまコールセンター（8時〜21時）
3835・3156 6827・8656

市税の総合窓口も同日開設しています

所／南部市税事務所（ときわ会館2階）
住民異動届、戸籍・国民健康保険・年金などの届出業務、 場
取扱業務／税務証明の発行、市税の納付、原動機付自転車等の登録・廃車
各種証明書の交付など、区役所の一部の業務
※各種証明書の交付については、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスもご利用いただけます。
※区民課に母子健康相談員が出張します。詳しくはP5をご覧ください。
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問合せ／区高齢介護課 Ｔ829･6153 Ｆ829･6238

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。

区民の皆さんは、浦和区の花が「ニ

会場
針ヶ谷小学校
（領家）

チニチソウ」であることをご存じで
しょうか。
開花時期には毎日咲くことから
に ち に ち そ う

「日々草」と呼ばれるそうですが、初夏
から秋にかけて、区のイメージカラー
赤のほか、白や紫など色とりどりの花
を次々と咲かせ、私たちの目を楽しま

▲東仲町保育園の皆さんと一緒に
ニチニチソウを植えました。

せてくれます。

区では、緑豊かな美しい街並みを創出するまちづくりの一環として、ボ
ランティアの方々と協働で花の植え替えを行なっております。駅周辺をは
じめ、街角でニチニチソウの可愛らしい花を見かけたら、ぜひ目を留めて
いただければと思います。

シニアサポートセンターをご利用ください

生活圏域
北部
東部
中部
南部

地域で暮らす高齢のみなさんの介護、福祉、医療等に関するさ
まざまな相談に応じる公的な総合窓口です。
「介護者サロン」や「オレンジ（認知症）カフェ」では、介護をし
ている方同士、日々の不安や悩みを話し合い、情報交換を通
して交流しています。まずは、お電話でご相談ください。

うらわを歩こう

期日

時間

10/14㈭・28㈭
14:00

鹿島台公園
(仲町)

10/21㈭

調公園
（岸町）

10/7㈭・14㈭・
28㈭、11/4㈭

〜

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

シニアサポートセンター
かさい医院
（針ヶ谷）
スマイルハウス浦和
（領家）
ジェイコー埼玉
（北浦和）
尚和園
（東岸町）

電話
823・3031
813・7710
834・3782
813･8915

※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。

問合せ／区高齢介護課

Ｔ829・6153

Ｆ829・6238

毎年大好評

こ みち

浦和区文化の小径マップができました！
浦和区文化の小径づくり推進委員会では、浦和区をより知っていただけ
こ みち

るよう、古くからある地域の文化財などを掲載した 「浦和区文化の小径
マップ」 を作成しています。区内の魅力ある史跡・神社・公園・街並みなど
をちりばめた７コースのマップを片手に、散策してみませんか。
配布場所▶区コミュニティ課、区内市民の窓口・公民館など(無料)
区ホームページからもダウンロードできます。※なくなり次第配布終了

問合せ／浦和区文化の小径づくり推進委員会事務局（区コミュニティ課内） Ｔ829・6037

浦和区

ぶらり散 歩

Ｆ829・6232

約3.3kmのコース（予定）

〜中山道浦和宿を歩く〜

JR浦和駅西口

JR浦和駅西口を起点に、江戸時代30あまりの大名による参
勤交代が行きかった中山道浦和宿を散策します。街道沿いに
ひっそりと残る歴史や寺社、新しい浦和の街並みなどを楽し
んでみませんか。
日

時

（案内：浦和区文化の小径づくり推進委員）

（雨天決行・荒天中止）
11月21日（日）

9：30〜12：30（受付9：15）

対

象 15歳以上の方

費

用 300円（保険代・資料代）※費用は当日いただきます。

員

さくら草通り

調公園

うらわ美術館

玉蔵院

浦和宿本陣跡

常盤公園

二・七市場跡

集合場所 JR浦和駅西口
定

７枚のマップが１セット
になって入っています。

20人（抽選）

申 込 み 11月5日
（金）
（必着）
までに、往復はがき（1通3人まで）で、①郵便

番号②住所③氏名（ふりがな）④電話番号⑤年齢を問合せ先へ。

問 合 せ 〒330-9588

浦和区常盤6-4-4
浦和区文化の小径づくり推進委員会事務局
（区コミュニティ課内）
Ｔ829・6037 Ｆ829・6232
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