
Urawa Sweets

問合せ／区高齢介護課　Ｔ829･6153 Ｆ829･6238

　地震や台風などの自然災害への備えとして、地域で支
え合うことの大切さが見直されています。地域で支え合い、
安心して暮らせるまちづくりのため、自治会に加入し、地
域活動に参加しませんか。
　加入はお近くの自治会役員又は区コミュニティ課へご連
絡ください。

【主な自治会活動】
交通安全　（交通事故防止活動等）
防犯、防災（防災訓練や防犯パトロール等）
環境美化　（ごみ集積所の管理や公園清掃等）
レクリエーション活動（夏祭り等）
情報発信　（自治会掲示板や回覧板等）

問合せ／区コミュニティ課
　　　　Ｔ829・6040 Ｆ829・6232

自治会に加入しましょう

日時／1月11日㈫～14日㈮
　　　10時～16時
会場／浦和区役所正面ロビー
内容／災害時被害想定図の展示、
　　　防災パンフレットの配布など

問合せ／区総務課
　　　　Ｔ829・6015 Ｆ829・6233

浦和区ミニ防災展
11月16日㈫、浦和コミュニティセンターにてさいたま市自治会活動功労者表彰
式が開催され、浦和区からは次の自治会長の皆さんが表彰されました。（順不同）

問合せ／区コミュニティ課　Ｔ829・6040　Ｆ829・6232

（防災訓練や防犯パトロール等）

さいたま市自治会活動功労者表彰

■佐藤　健一 会長
　（南自治協力会）
■芹澤　妙子 会長
　（本太一丁目自治会）
■石井　康博 会長
　（元町一丁目町会）
■石井　秋良 会長
　（元町二丁目自治会）

■長野　恒 会長
　（元町三丁目自治会）
■宇山　誠一 会長
　（針ヶ谷一丁目天神会）
■荒川　新治 会長
　（大東自治協力会）
■村田　二郎 会長
　（上木崎六丁目自治協力会）
■加藤　誠一 会長
　（上木崎八丁目自治協力会）

「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。

ロイヤルパインズホテル浦
和1Fにあるお店です。彩の
国優良ブランド品「うらわ
ろーる」は1日30本限定!
「浦和レッズ」バースデ―
ケーキもありますので、お気
軽にお問い合わせください。

所在地／浦和区仲町2-5-1 Ｔ827・1161
●ペストリーショップ　「ラ・モーラ」

さいたまスイーツ で 検索

のＨＰもご覧ください。

vol.10

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

芸術家たちの住むところ Vol.10

　この作品を描いたのは、渡
わた

邉
なべ

武
たけ

夫
お

（1916～2003年）と
いう地域ゆかりの代表的な画家の一人です。幼少期に浦
和に転居した渡邉は早くから画

が

壇
だん

で活躍し、東京美術学
校（現・東京藝

げい

術
じゅつ

大学）在学中より、堅実な写実表現と落
ち着いた色調の人物画で高い評価を得ました。 
　1955年から1年余りの滞

たい

欧
おう

経験は、自然や風土への着
目を促し、その後は風景画を中心に独自の表現を追求し
ていきました。44歳の頃に描かれた本作品は、木々を線
のようにデフォルメし、赤と黄色を構成的に配して描か
れています。本連載vol.2（2021年5月号）では、画業の最
初期にあたる旧制浦和中学校（現・県立浦和高等学校）時代
に描いた《浦和風景》（1932年）を、同校の先輩・高田誠の

作品と合わせて紹介しました。本作は滞欧後の変化が見
られる、1960年代の渡邉の画風を端的に示す作例です。
70年代以降になると、より明るい色調であたたかみのあ
る表現へと、作風はゆるやかに、確実に変化を続けてい
きました。 
　《樹》と題されたこの作品は、中心に据えられた大樹が
造形的に描き込まれ、天に向かうような生命力を放って
います。長きにわたる画業生活の中でたゆまず進化を続
けた画家の、壮年期の気力に満ちた力強さが現れている
ようです。 
うらわ美術館では2022年4月より「芸術家たちの住むところ」展（前期展示:同年
4月23日㈯～6月19日㈰、後期展示:6月28日㈫～8月28日㈰）を開催します。
本作品は後期展示に出品予定です。

文　うらわ美術館　前田伽南
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【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。】



公園内の「ふるさと亭」の室内で、地
域運動支援員による体操を行います。

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

会場 期日 時間

調公園
（岸町） 1/6㈭、2/3㈭

14:00

～

15:30

すこやか運動教室

日時／2月9日～3月15日の月～金曜日（祝日を除く）
　　　及び2月20日㈰・27日㈰　9時～16時
会場／南部市税事務所（ときわ会館内）2階会議室（常盤）

※公共交通機関をご利
用ください。
※申告会場は大変混み
合いますので、郵送
による提出にご協力く
ださい。
※感染症予防対策のため、
公民館等での出張申告
受付は行いません。

※混雑状況により、入場制限や終了時刻前に受付を締め切る場合があります。

問合せ／南部市税事務所　個人課税課
　　　　Ｔ829・1386 Ｆ829・6236

身近な建物や町屋など、明治～昭和・
平成の変遷を感じてみませんか。
日　時／1月23日㈰（小雨決行）
　　　　9時30分～12時
集合場所／浦和駅改札前東西通路
予定コース／浦和駅西口界隈
（裁判所跡、郡役所跡、旧市役所跡、
調神社［旧本殿］など）
定　員／20人（抽選）
費　用／300円
申込み／1月8日㈯（必着）までに、往復はがき（1通3人まで）

で、①1/23浦和今昔 ②氏名 ③住所 ④年齢 ⑤電
話番号（参加者全員分）を問合せ先へ。

問合せ／〒330-0055　浦和区東高砂町11-1
コムナーレ9階　メールボックス　C-02
さいたま市観光ボランティア・浦和ガイド会
Ｔ080・6538・1054（月～土曜日13時30分～15時30分）

市・県民税の申告を受け付けます

浦和宿「今昔街めぐり」しませんか

北浦和駅
西口

浦和警察署
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浦和区役所
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保健センター

国道463号

別所沼公園 県庁

旧市民会館
うらわ

浦
和
駅

中
浦
和
駅

南
与
野
駅

国
道
17
号

西
口

旧
中
山
道

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・
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。お気軽にご参加ください。

介護者サロン・
オレンジ（認知症）カフェ

※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

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
南部 尚和園（東岸町） 813･8915

ご存じです
か？

あけましておめでとうございます!  浦和レッズです!!
いつも熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。

　新年を迎え、心新たにスタートし、各事業や区民まつり等
のイベントへの参加、浦和レッズのバラ（レッズローズ）の
植栽、ハートフルクラブでの活動を通じて、幸せなまちづく
りに貢献していきたいと考えております。
　皆さまのご理解・ご声援に感謝するとともに、浦和レッズ
がより身近な存在として、ホームタウンの皆さまと共に歩ん
でまいります。
　皆さまにとって希望に溢れる一年となりますよう心からお
祈り申しあげます。
　今シーズンもどうぞよろしく
お願い申しあげます。
問合せ／浦和レッドダイヤモンズ
　　　　Ｔ812・1001
　　　　Ｆ812・1212 ©URAWA　REDS
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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

　あけましておめでとうございます。
区民の皆様におかれましては、健やか
に新年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。また、浦和区で今年成人を迎
えられる1,560名の皆さん、新たな門
出を心よりお祝い申し上げます。
　浦和区では、若い方に「ネクストス
テージプロジェクト」、「#つながる浦
和」といった企画に参加いただいてお
りますが、今年もまた、地域で活躍さ
れる高齢の方のみならず、若い力にも期待しています。
　新しい一年が、区民の皆様にとって素晴らしい一年でありますようご祈
念し、年頭の挨拶とさせていただきます。

▲恭
きょう

慶
けい

館
かん

庭園（常盤）

【寅】
折り紙作品提供：髙野壽子様

写真:さいたま市


