
料　金

問合せ● 区くらし応援室　3681・6027　6681・6162

● 事故を防止するために、必ず犬を押さえられる方がお連れください。

●  当日雨天の場合は、各会場開始時間の１時間前に実施の有無を決定しますの
で、くらし応援室へお問い合わせください。（実施決定後でも天候の悪化な
どにより中止する場合があります。）

●  期間中に受けられなかった場合は、最寄りの動物病院で受けてください。そ
の際の狂犬病予防注射料金は、上記の料金と異なりますので、直接、動物病
院へお問い合わせください。

注　意　事　項

期　日 時　間 会　場 所在地

４/４㈭ 10：00～11：00 片柳小学校 東新井 244-1

9㈫

10：00～11：00 山邑神社 山 172

12：30～13：30 七里総合公園 膝子 3000

14：30～15：30 入ノ山公園 春岡 2-19

11㈭

10：00～11：00 春岡１丁目公園 春岡 1-24

12：30～13：30 風渡野天神社 風渡野 204

14：30～15：30 染谷ふれあい公園 染谷 3-88

13㈯ 13：30～15：00 見沼区役所駐車場 堀崎町 12-36

18㈭

10：00～11：00 正法院 南中野 451

12：30～13：30 大谷会館 大谷 1472

14：30～15：30 東大宮中央公園 東大宮 5-42

20㈯ 13：30～15：00 見沼区役所駐車場 堀崎町 12-36

23㈫

10：00～11：00 東北原公園 東大宮 2-42

12：30～13：30 新田公園 深作 236-9

14：30～15：30 中川自治会館 中川 696-2

狂犬病予防注射を実施します

新　規▶6,300円
内　訳
登録手数料 ………… 3,000円
予防注射料金 ……… 2,750円
注射済票交付手数料 …… 550円

登録済▶3,300円
内　訳
予防注射料金 ……… 2,750円
注射済票交付手数料 …… 550円

問合せ●見沼区選挙管理委員会事務局　3681･6014　6681･6160

4月7日㈰は 県議会議員選挙 及び 市議会議員選挙 の投票日です

投票日当日に仕事や旅行などで投票に行けない方は、期日前投票所をご利用ください。

●下表の期日前投票所で投票できる方は、見沼区の選挙人名簿に登録されている方です。
●投票の際には、ご自分の投票所整理券裏面の宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、期日前投票所へお持ちください。
紛失や未着等で投票所整理券がお手元にない場合は、期日前投票所の係員にその旨をお伝えください。

期日前投票所 臨時期日前投票所
期　　間 3月30日（土）から4月6日（土）まで
時　　間 午前8時30分から午後8時まで 午前 10時から午後 6時まで
場　　所 見沼区役所1階多目的室 片柳公民館 1階レクリエーションホール

。

4月1日に見沼消防署が移転します

　新庁舎完成に伴い、見沼消防署が春野２丁目から片柳に移転します。
　また、現在の見沼消防署は、春野出張所に変更し、引き続き運用してまいります。

所在地：片柳1087-1
電　話：681・0119　 FAX：681・0120
問合せ●消防企画課　Ｔ833･7329　Ｆ833･7641

所在所在所在在所 地地地地 片片片柳片柳片柳
移 転 先

日　時●4月21日㈰　10時45分～11時30分（入退場自由）
会　場● 見沼消防署（片柳1087-1）※駐車場はありません。

※時間内に直接会場へお越しください。
対　象●市民の方
問合せ●消防総務課　Ｔ 833･7335　Ｆ 833･7641

日日日日 時時時時時●●4月4月4月4月2
内 観 会
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見沼区子育てはじめましてサロン

運動教室

「ヌゥ」着ぐるみをご活用ください

介護者サロン

自治会に加入しましょう

4月 時間 会場 主催

3日㈬ 10:00～11:30 片柳コミュニティセンター 片柳地区社協

16日㈫
10:30～12:00 春野老人憩いの家 春野老人憩いの家

13:30～15:00 東大宮7丁目自治会館 大砂土東地区社協

こんにちは大山 啓輔です

問合せ▶大宮アルディージャインフォメーションダイヤル　3622・7700（土・日・月・祝日を除く 10時～18時） 6621・3055

試合日程
※会場はNACK5スタジアム大宮
明治安田生命Ｊ２リーグ　

■生年月日　1995年5月7日（23歳）　
■出　　身　さいたま市見沼区　※七里小～七里中卒業
■選 手 歴　大宮アルディージャ（ジュニア～Jr.ユース～ユース）

　見沼区の皆さん、こんにちは！見沼区出身の大山啓輔です。私事ですが、2月に
長男が産まれました。長い陣痛に耐えて元気な子を産んでくれた妻と、無事に産ま
れてきてくれた息子には、感謝しかありません。家族を大切
に、より一層の責任感を持って、これからも頑張ります。
　リーグ戦の開幕から約1か月が経ちますが、まだまだ先の
長い戦いが続きます。一喜一憂せず、目標に向かって一つひ
とつしっかりと戦い抜いていきたいと思います。NACK5ス
タジアム大宮で、皆さんのご来場をお待ちしています！

★伝統の背番号「15」を受け継ぐアルディージャジュニア１期生
MF15　大

おお

山
やま

 啓
けい

輔
すけ

写真提供：大宮アルディージャ

節 開催日時
対戦相手

第7節
4月3日㈬　19:00キックオフ

ファジアーノ岡山

第9節
4月14日㈰　14:00キックオフ

横浜FC

第12節
5月4日㈷　14:00キックオフ

愛媛FC

　区と子育て支援センター、児童センターが手をつなぎ、見沼区での“はじめまして”を応援しています！
日　時●4月23日㈫  10時～11時30分　　内　容●子育てに関する情報提供、保護者同士の交流
対　象●妊娠中の方、初めての赤ちゃんのいる方、転入された方、子育て支援センターや児童センターを利用したこ

とのない未就園児と保護者
定　数●10組（先着順）
会場･申込み･問合せ●4月4日㈭9時から、電話で、風渡野保育園 子育て支援センターへ

Ｔ682・2550　Ｆ682・2551
問合せ●区支援課　Ｔ681・6061　Ｆ681・6166

おおむね65歳以上の方を対象とした運動教室です。
（お住まいの地域の教室にご参加ください。）

　さいたま市PRキャラクター「つなが竜
ヌゥ」の着ぐるみを無料で貸出していま
す。ぜひご活用ください。
対　　象●区内に所在する企業・団体など
貸出場所●区コミュニティ課
　　　　　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
申込み・問合せ●区コミュニティ課

Ｔ681・6021　Ｆ681・6161

　介護をしていた方やしている方、これからする方を対
象とした、交流・情報交換・学習の場です。

　自治会は、地域の課題をみんなで解決し、安全で安心な住
みやすい生活環境をともに作る住民組織です。防犯、防災や
環境美化等に取り組むとともに地域のお祭り等を通じて住
民同士の交流を深める活動を行っていま
す。
　加入は、お近くの自治会役員又は区コ
ミュニティ課にお問い合わせください。
問合せ●区コミュニティ課
　　　　Ｔ681・6021 Ｆ681・6161

●参加する方は各包括支援センターへ事前にお申し込み
ください。

(北部包括)さいたまやすらぎの里 Ｔ680・3289
(東部包括)敬寿園七里ホーム Ｔ681・6614
(西部包括)大和田 Ｔ685・8791(南部包括)敬寿園 Ｔ681・5151
問合せ●区高齢介護課　Ｔ681・6068　Ｆ681・6160

●地区社協主催の教室に初めて参加する方は、事前にお
申し込みください。
(留守番電話に切り替わった場合はメッセージをお願いします。)

　片柳地区社協 Ｔ686・8601
　大砂土東地区社協 Ｔ687・7935
問合せ●区高齢介護課　Ｔ681・6068　Ｆ681・6160

4月 時間 名称 会場 申込先

5日㈮ 10:00～11:30 やすらぎサロン「 学 ぼ う 会 」春岡公民館 北部包括

10日㈬ 13:30～15:30 ななさとサロン 敬寿園
七里ホーム 東部包括

17日㈬
13:30～15:30 か たら い の 場 ケアサポート

サロンみぬま 南部包括

13:30～15:00 介 護 者 の
つ ど い

見沼区役所
多目的室 西部包括


