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【問い合わせ先（ホームページ）】

ワンちゃん・ねこちゃん紙面譲渡会ワンちゃん・ねこちゃん紙面譲渡会ワンちゃん・ねこちゃん紙面譲渡会第2回

～ 動物殺処分ゼロを目指して ～

　市では、コロナ禍において、動物愛護団体が譲渡会を開催できない状況が続いていることに鑑み、広報誌を
活用した紙面譲渡会（令和2年7月号）を企画したところ、多くの人から好評をいただきました。
　今回、動物愛護団体から改めて保護犬・保護猫の紹介をいただきました。気になるワンちゃん、ねこちゃん
がいましたら動物愛護団体に直接、問い合わせてください。

川越市を中心に活動し
ている団体です。
ブログも見てください。

今回広報に掲載した動物愛護団体の他にも、
県内で活動している団体が多くあります。
興味のある人は県動物指導センターのホーム
ページを確認してください。

※譲渡にあたっては、各団体が定める一定の条件があります。

※掲載情報は令和３年３月３日時点

▲県動物指導センター
の認定譲渡団体一覧

①キアラ（秋田犬）
②メス　　③４歳
④甘えん坊でとてもかわいい子です。
他の犬とも仲良くできます。

①勢太郎（柴犬）
②オス　　③１歳
④甘えん坊で元気いっぱい。フード
ガードがあるのでその点に注意！

①コロン（雑種）
②オス　　③5歳
④甘えん坊で性格がよい。力が強い
です。

①菊次郎（雑種）
②オス　　③12歳
④おっとりしていておとなしい犬で
す。みんなと仲良くできます。

①なずな（雑種）
②メス　　③4歳
④身体は大きいですが、犬とも猫と
も仲良くできる優しい子です。

①さくら（雑種）
②メス　　③９歳
④ナイーブでマイペースな子です。
「嵐」「雷」「花火」が苦手です。

①ダル（アメリカンカールミックス）
②オス　　③４歳
④臆病で慎重派。慣れるまで時間か
かりますが、甘えん坊です。

①アネラ（雑種）
②メス　　③7か月
④元気いっぱいな、甘えん坊です。

＜ 凡 例 ＞
①犬・猫の名前（犬・猫種）
②性別
③年齢
④動物愛護団体からの一言コメント

ファーコ
‒ FARCO ‒ 様より

わんにゃん
小梅保育園Ⅰ

最近、“Zoom” による
オンライン譲渡会も始
めました。 ①チロル（雑種）

②女の子　　③推定4歳前後
④怖がりなところがあります。先住
動物のいないご家庭を希望します。

①ひな（雑種）
②女の子　　③推定７歳前後
④人にも犬にも穏やかです。

①モモ（雑種）
②女の子　　③推定５歳前後
④おとなしく控えめな子です。

①シータ（雑種）
②男の子　　③推定１歳前
④頭が良い子です。

①リン（雑種）
②女の子　　③１歳
④お友達が好きなので先住の犬か猫
のいるお宅を希望します。

①みぃ（日本猫）
②女の子　　③４歳
④とても甘えん坊で抱っこが大好き
です。

①ナーナ（日本猫）
②女の子　　③推定２歳前後
④最初は人見知りですが、慣れると
甘えん坊です。

ロック（日本猫）
②男の子　　③推定７～８歳
④人が大好きです。親密な接し方を
したい人にお薦めです。

（アリス）様より

日本動物生命
尊重の会Ⅱ

日本動物生命尊重の会 
（アリス）Ⅱ

わんにゃん小梅保育園
‒ FARCO ‒ Ⅰ

※掲載情報は令和３年３月３日時点

●埼玉県の犬猫殺処分数の状況（令和元年度）
犬 86頭

猫 536頭

合計 622頭
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　新しい桶川東放課後児童クラブが完成
し、3月15日㈪から新しい施設での生活が
はじまりました。
　桶川東小学校学区は、区画整理事業によ
り、良好な住環境が創出され、新しい住人
が増えたことから、放課後児童クラブの
ニーズが高まっています。
　そのため、施設の老朽化対策と合わせ
て、定員の拡充を行いました。
　新しい建物は、太陽光発電設備の設置な
どにより、環境にやさしい施設となってい
ます。

詳しくは蜉保育課☎788－4948

▲環境に優しい施設

▲収納スペースもたっぷり整理整頓が身につきます。 ▲2階建てになりました。

▲広くなった保育スペース

新しい桶川東放課後児童クラブ
が完成しました

校　庭

プール

体育館
校　舎

校　舎

桶川東小学校

桶川東放課後
児童クラブ太陽光発電

施設概要
名　　称 桶川東放課後児童クラブ

住　　所 坂田西一丁目７番地の23

延床面積 332.29㎡（新築部分）

定　　員 １１０人

構　　造 木造２階て

設置形態 学校内独立施設

定員が73人➡110人に拡充！

▲新しくなった保育室で記念撮影「ハイ！チーズ」
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宮
みやのわきいせきしゅつど
ノ脇遺跡出土の和

わどうせん
銅銭

「富
ふじゅしんぽう
壽神寳」　一

いっ
点
てん

【有形文化財（考古資料）】
　加納の宮ノ脇遺跡から出土
したもので、和銅元年（708
年）から応和3年（963年）
にかけて日本で鋳造された
「皇
こうちょうじゅうにせん
朝十二銭」と呼ばれる和銅銭のうちのひとつで

す。富壽神寳は9世紀の弘
こう
仁
にん
9年（818年）から鋳

造が始まりました。埼玉県内での出土例はごくわず
かで、宮ノ脇遺跡のものは保存状態がとても良好で
す。（歴史民俗資料館で見られます。）

桶
おけがわしゅくこえず
川宿古絵図　一

いっぷく
幅

【有形文化財（歴史資料）】

　17世紀後半頃（江戸時
代の中頃）の桶川町全体を
描いた大型の絵図です。街
道沿いの住人や畑地の所有
者などの名前が書き込まれ
ています。近世社会が確立
する時期の桶川の情勢を描
いたとても貴重な絵図です。
（歴史民俗資料館で見られ
ます。）

榮
さかえちょうだしにんぎょう
町山車人形「関

か ん う
羽」像

ぞう
　一

い っ く
躯

【有形民俗文化財】
　かつて、祇園祭で榮町の山車
に迫り上げられた人形です。明
治25年に幸手町の生

いきにんぎょうし
人形師に

よって造られたとても迫力のあ
る山車人形で、美術工芸品とし
ての価値も非常に高い逸品で
す。大正時代に中山道に電線が
ひかれたことから山車に上げら
れなくなりましたが、7月の祇園
祭には榮会の会所前に飾られま
す。

八
やくもだしにんぎょう
雲山車人形「神

じんむてんのう
武天皇」像

ぞう
　一

い っ く
躯

【有形民俗文化財】
　かつて、祇園祭で立

たちばなちょう
花町（八

雲）の山車に迫り上げられた人
形です。明治20年頃に購入した
と伝わり、それ以来榮町の山車
人形とともに祇園祭を賑わして
きました。2メートル以上もあ
り、大ぶりで雄

ゆうけい
勁な頭の作風は

迫力があります。祇園祭や地域
の歴史を物語る民俗資料として
大変価値のある文化財です。

足
あだちばんどうかんのんれいじょうさんけいおおえま
立坂東観音霊場参詣大絵馬（文化三年）　一

いち
面
めん

【有形民俗文化財】
　文化３年銘

めい
の「足立坂東観音霊場参詣大絵馬」は、江戸時代の足立坂

東観音霊場参詣の様子を知ることのできる数少ない資料です。奉納者に
は38名の名があり、ほとんどが女性です。女性を中心とした霊場参りの
絵馬は珍しく、図柄
の人物なども丁寧に
描かれています。観
音巡礼や伊

いせこうじゅう
勢講中な

どの奉納絵馬は訪
れた遠地の社寺や名
所を描くものが多い
ですが、この絵馬
は地元の観音霊場
（砂

い さ げ ー と
ヶ谷戸観音堂）

が描かれた大変珍し
いものです。

　文化財とは、町の歴史や民俗、芸能などを
後世に伝えるために欠かすことのできない大
切な財産です。その中でも特に重要で、学術
的価値や資料的価値が高いものが指定文化財
となります。桶川が歩んできた長い歴史の中
で生まれ、市民の皆さんが今日まで守ってき
た文化財を、これからも大切に未来へつない
で行きましょう。

桶川市の指定文化財及び登録文化財件数
国指定重要文化財� ３件
埼玉県指定文化財� ７件
桶川市指定文化財� 55件
国登録有形文化財（建造物）� ４件

詳しくは蜉生涯学習文化財課☎788－4971

５件の文化財が
新たに市の指定文化財になりました
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