
高齢者のための地域運動支援員になりませんか？
　高齢者の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。
　講座修了生は、地域運動支援員として登録され、区内のすこやか遊具を設置している公園や運動サロンにて高齢者の
方に運動を指導していただきます。
日　時●10月から12月の指定日(全12回)　※実技指導及び講義があります。　　会　場● さいたま市内
対象・定員●区内在住で講座終了後、地域運動支援員として月3回以上活動できる方１人(応募多数の場合は選考)
申込み・問合せ● 9月18日㈬までに、電話又はFAXで、①住所、②氏名、③年齢、④電話番号、⑤応募理由を、

区高齢介護課へ Ｔ681･6068 Ｆ681･6160

運動教室

9月 時間 会場 主催
4日㈬ 10:00～11:30 片柳コミュニティセンター 片柳地区社協

11日㈬ 14:00～15:30 青葉南公園※ 市

17日㈫
13:30～15:00 東大宮7丁目自治会館 大砂土東地区社協

10:30～12:00 春野老人憩いの家 春野老人憩いの家

19日㈭ 13:30～15:00 埼玉県障害者交流センター 片柳地区社協

20日㈮ 14:00～15:30 東大宮中央公園※ 市

25日㈬ 14:00～15:30 観音寺下公園※ 市

　無理なく楽しくストレッチや筋力トレーニングを行う、
おおむね65歳以上の方を対象とした運動教室です。

●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
　※雨天の場合はお問い合わせください。
問合せ●区高齢介護課 Ｔ681・6068 Ｆ681・6160

介護者サロン
　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。

申込み・問合せ●事前に、電話で、各包括支援センターへ
(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

所　管●区高齢介護課 Ｔ681・6068 Ｆ681・6160

9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

11日㈬ 13:30～15:30 な な さとサロン 敬寿園
七里ホーム 東部包括

18日㈬
13:30～15:00 介 護 者のつどい 見沼区役所

Ｂ３会議室 西部包括

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

子どもがつくるまち『第7回ミニ見沼区』　参加者募集
　ミニ見沼区とは… 子どもが主役で、子どもだけが区民になれる遊びのまち。やりたい仕事をして

お給料をもらい、自由につかうことができるまちを自分たちでつくります。

日　時●11月17日㈰ 10時～15時 会　場● 大宮武道館

対　象● 区内在住・在学の1人で参加できる小学生（保護者は入場できません。）
定　員● 450人（応募多数の場合は抽選）　　費　用● 300円
申込み・問合せ●9月30日㈪（必着）までに、往復はがき（1人1通のみ）で、①住所、②氏名（ふりがな）、③性別、

④電話、⑤FAX、⑥緊急の連絡先（保護者氏名と携帯電話番号など）、⑦学校名、⑧学年を記入し、〒337-0053 
見沼区大和田町1-1387-1　認定NPO法人 彩の子ネットワーク ミニ見沼区係へ Ｔ770･5272 Ｆ770･5270
※結果は10月31日㈭までに返信用はがきでお知らせします。

所　管● 区支援課 Ｔ681•6061 Ｆ681•6166 

法の日  司法書士無料法律相談
日　時●①10月1日㈫　②10月2日㈬  10時～16時 
会　場●①岩槻区役所4階第1会議室
　　　　②大宮区役所601、602会議室
内　容●相続、不動産・会社の登記手続き、成年後見、

債務整理などの相談
申込み●当日、直接、会場へ（先着順）
問合せ●埼玉司法書士会事務局
　　　　Ｔ863・7861 Ｆ864・2921
所　管●市民生活安全課
　　　　Ｔ829・1214 Ｆ829・1969

秋の全国交通安全運動
　9月21日㈯～30日㈪は、秋の全国交通
安全運動期間です。交通ルールを守り、
事故に遭わないように注意しましょう。
　また、次のとおり交通安全フェアを開
催します。県警音楽隊による演奏や、サ
ポカー乗車体験もありますので、是非お
越しください。
日　時●9月16日㈷　12時～15時
会　場●大宮自動車教習所（新右ェ門新田111）
問合せ●大宮東警察署 Ｔ・Ｆ 682・0110
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こんにちはんに 区ちははは区区区区長 です 頃の備えをしっかりとしておきま
しょう。　
●9月16日は「敬老の日」です
　敬老の日は、多年にわたり社会に
ご尽力いただいた高齢者の方々を敬
愛し、長寿を祝う日です。高齢者の
皆様には、感謝と敬意を表しますと
ともに、心よりご長寿のお祝いを申
し上げます。
　この「敬老の日」を中心に、区内の各地区では、敬老会が開催
されます。私も当日はできるだけ多く訪問させていただき、皆
様とお会いできるのを楽しみにしております。
 見沼区長　吉沢　浩之

　夏の暑さは峠を越えたものの、まだまだ厳しい暑さが続き、
秋の訪れが待ち遠しい毎日です。これから季節の変わり目を迎
え、体調管理には万全を期していただきたいと思います。
●9月1日は「防災の日」です
　６月に発生した新潟、山形の地震では、多くの被害が発生し
ました。被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げま
す。
　「防災の日」は地震や風水害などの災害についての認識を深
め、災害に対処する心構えを準備することとして定められてい
ます。災害はいつ発生するかわかりません。避難する場所や備
蓄品の確認、家族と離れ離れになった場合の連絡方法など、日

大宮アルディージャ大山選手
による表敬訪問にて

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

明治安田生命Ｊ２リーグ 試合日程 ※会場はNACK5スタジアム大宮

　見沼区の皆さん、こんにちは！ 9月を迎
え、今シーズンのリーグ戦も終盤戦に突入
します。また、9月29日㈰は、1年に一度
のファンフェスティバルを開催します！選
手もイベントに参加して、皆さんと一緒に
楽しみます。入場無料(一部有料)ですので、
ぜひNACK5スタジアム大宮へお越しくだ
さい！

★見沼区出身。伝統の背番号「15」を受け継ぐ
ジュニア１期生、１児の父
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写真提供：大宮アルディージャ

節 開催日時 対戦相手
第31節 9月 7日㈯　19:00キックオフ FC町田ゼルビア

第33節 9月22日㈰　19:00キックオフ 東京ヴェルディ

第34節 9月28日㈯　19:00キックオフ V・ファーレン長崎

★イベント情報★
9月29日㈰　午後　※会場はNACK5スタジアム大宮
　　2019大宮アルディージャファンフェスティバル
※詳しくは、クラブ公式サイトをご覧ください。

見沼区子育てはじめましてサロン
　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●9月25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及び児童センターを
利用したことのない未就園児と保護者

定　員●10組（先着順）
会場･申込み･問合せ●9月4日㈬ 9時から、電話で、アー

バンみらい東大宮プライムキッズガーデン保育所 
子育て支援センターへ

　　　　Ｔ682・7707　Ｆ682・7702　
所　管●区支援課 Ｔ681・6061 Ｆ681・6166

瑞宝単光章受章
　民生委員・児童委員
として、長年にわたり
地域の福祉問題に積極
的かつ熱心に取り組ま
れた功績により、見沼
区民生委員児童委員協
議会の大川野芙子会長
が、春の叙勲「瑞宝単
光章」を受章されました。
　大川会長から吉沢区長へ受章報告がなされ、「これから
も他の民生委員や地域住民と連携しながら地域福祉の向上
に努めたい」との抱負が語られました。
問合せ●区民生委員児童委員協議会事務局(区福祉課内)
　　　　Ｔ681・6053 Ｆ681・6162

９月１日は防災の日　家庭での備えを！
　災害発生時、どこの避難所に避難すれば
良いか、日頃から確認しておくとともに、
安全が確保できていれば、避難所ではなく
自宅で生活できるように、家庭での備蓄品
を備えておきましょう。
問合せ●区総務課
　　　　Ｔ681・6013 Ｆ681・6160

●非常食　　●飲料水：大人1人1日3リットル

●カセットコンロ及びガスボンベ　

●携帯トイレ：4人家族で7日分65回分 

●懐中電灯、携帯ラジオ及びウェットティッシュなど

●自宅避難用の備蓄品の例 ※最低3日分、推奨7日分


