
10月27日㈰は、参議院埼玉県選出議員補欠選挙の投票日です
　投票日当日に仕事や旅行などで投票に行けない方は、下表の期日前投票所をご利用ください。
● 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。
紛失や未着など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。
問合せ● 区選挙管理委員会事務局
　　　　Ｔ681・6014 Ｆ681・6160

【期日前投票所】 【臨時期日前投票所】
期　間 10月11日㈮～10月26日㈯ 10月19日㈯～10月26日㈯

時　間 午前8時30分～午後8時 午前10時～午後6時

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

運動教室

10月 時間 会場 主催
2日㈬ 10:00～11:30 片柳コミュニティセンター 片柳地区社協

9日㈬ 14:00～15:30 青葉南公園　※ 市

15日㈫ 13:30～15:00 東大宮7丁目自治会館 大砂土東地区社協

18日㈮ 14:00～15:30 東大宮中央公園　※ 市

23日㈬ 14:00～15:30 観音寺下公園　※ 市

29日㈫ 10:30～12:00 春野老人憩いの家 春野老人憩いの家

31日㈭ 13:30～15:00 埼玉県障害者交流センター 片柳地区社協

　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。

問合せ・申込み●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

10月 時間 名称 会場 申込先

9日㈬ 13:30～15:30 な な さ と
サ ロ ン

敬寿園
七里ホーム 東部包括

16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

20日㈰ 10:00～12:00 やすらぎサロン「 学 ぼ う 会 」
アーバンみらい
ハートランド東大宮 北部包括

コスモスまつりを開催します

問合せ● 農業政策課 Ｔ829･1378 Ｆ829･1944 

　コスモスの摘み取りや地元野菜の販売などを行います。

日時 会場 内容

10月19日㈯ 9時～15時
※雨天の場合は翌日に延期

市営大宮球場北側の
見沼田んぼ
(大砂土地区・北区見沼)

コスモスの摘み取り・さつ
まいも堀り・けんちん汁（有
料）、地元野菜の販売など

11月3日㈰  9時～15時
※雨天の場合は翌日に延期

環境整備センター南側
（大谷地区）

コスモスの摘み取り・大
根・さつまいも掘り（有
料）、地元野菜の販売など

第43回特別展 見沼～水と人の交流史～ 第７回 介護セミナーを開催します
　見沼区の区名の由来でもある「見沼」について紹介する展
示会です。江戸時代の見沼開発や見沼通船堀に関する資料
を展示します。
日　時●10月5日㈯～11月17日㈰

9時～16時30分
休館日●祝休日を除く月曜日、

10/15㈫･23㈬、11/5㈫･6㈬
会　場●さいたま市立博物館
入館料●無料
問合せ●さいたま市立博物館Ｔ644・2322 Ｆ644・2313

　元気のコツを知ろう! ～イキイキ・ハツラツの毎日を～
日　時●10月25日㈮ 14時～16時15分
会　場●プラザノース 1階ホール
内　容●①介護予防のお知らせ
　　　　②高齢者くらしあんしん事業のご案内
　　　　③明るく楽しく健康寿命を延ばそう
定　員●400人(先着順。当日、直接、会場へ)
費　用●無料
問合せ●(公社)埼玉県宅地建物取引業協会大宮支部
　　　　Ｔ643・5051 Ｆ641・8784
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こんにちはんに 区ちははは区区区区長 です ●2019ツール・ド・フランスさいたま
クリテリウム

　10月27日㈰に、「2019ツール・ド・
フランスさいたまクリテリウム」を、
さいたま新都心駅周辺で開催します。
今年で7回目の開催となるこの大会で
は、さいたまスーパーアリーナ内を駆
け抜けるコースも設定されています。世界トップクラスの選手
達が疾走する生の迫力をぜひ体感してください。また、自転車
体験イベントなどが楽しめる「サイクルフェスタ」や、フランス
とさいたま市の食が楽しめる「さいたまるしぇinさいたまクリ
テリウム」も同日開催します。地元さいたまで秋を堪能してみ
てはいかがでしょうか。 見沼区長　吉沢　浩之

　心地よい風と虫の音に秋の訪れを感じる季節となりました。
読書、味覚、そしてスポーツに最適な時期ですが、皆さんはい
かがお過ごしでしょうか。
●子育てフェア
　「げんきであそぼう1・2・3 IN 大宮武道館」を10月15日㈫に開
催します。この子育てフェアは、未就園児と保護者を対象に、
リズム体操やふれあい遊びなど、親子で遊びの楽しさを実感で
きる場として年2回開催しています。6月のフェアでは、194
組の親子がかさ袋ロケットを作り、会場で飛ばして元気に遊び
ました。当日は、子育て相談コーナーも開設していますので、
お気軽にご参加ください。

東大宮自治会納涼大会

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

　見沼区の皆さん、こんにちは。10月はホームで2試合
開催します。12日の福岡戦では、初めてのハロウィン
企画を実施し、スタジアム全体を盛り上げます。そして、
19日の徳島戦は一年に一度の熊谷開催です。普段のホー
ムゲームでは実施できない、様々なイベントやグルメを
ご用意していますので、ぜひ応援に来てください。
　リーグ戦もいよいよ大詰めです。最後に皆さんと喜び
を分かち合えるように、全力を尽くしますので、一緒に
スタジアムで戦いましょう！      

★伝統の背番号「15」を受け継ぐジュニア１期生MF15　大
おお

山
やま
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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
会　　場

第36節
10月12日㈯

14:00キックオフ
アビスパ福岡

NACK5スタジアム大宮

第37節
10月19日㈯

16:00キックオフ
徳島ヴォルティス

熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

観戦チケット情報はこちら▶

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●10月24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●8組（先着順）
会場･申込み･問合せ●10月4日㈮ 9時から、電話

で、ふたば保育園　子育て支援センター
へ Ｔ685・7455 Ｆ685・7499

　　　　※受付 9時～14時
所　管●区支援課 Ｔ681・6061 Ｆ681・6166

げんきであそぼう１・２・３ IN 大宮武道館
　子育て真っ最中の皆さん、ちょっと
遊びに出かけませんか。簡単なふれあ
い遊びを中心に、たくさんのお友達と
遊ぶプログラムです。
日　時●10月15日㈫
　　　　10時30分～11時30分
内　容●リズム体操、手遊び、ふれあ

い遊びなど
　　　　※子育て相談コーナーも
　　　　　11時30分から開設します。
対　象●未就園児と保護者
持ち物●上履き、靴を入れるビニール

袋、飲み物など
会場・申込み●当日、直接、大宮武道館へ
問合せ●春野児童センター Ｔ・Ｆ686・6690
　　　　片柳児童センター Ｔ・Ｆ687・4525
所　管●区支援課 Ｔ681・6061 Ｆ681・6166

第17回 見沼区ふれあいフェア フリーマーケット出店者募集
日　時●11月9日㈯　9時30分～15時30分 ※荒天の場合は翌日に延期 会　場●堀崎公園　　
対　象●区内在住・在勤の方   　  区画数●50区画（2.5m×2.5m）（先着順） 出店料●2,000円
申込み●10月5日㈯ 12時から、ホームページ（Ｈhttps://fl eamarket.or.jp/）又は電話（Ｔ080・1096・5283）で、
　　　　NPO法人フリーマーケット主催団体協議会事務局へ
問合せ●NPO法人フリーマーケット主催団体協議会事務局 Ｔ080・1096・5283（月～金曜日 12時～18時）
　　　　見沼区ふれあいフェア実行委員会事務局（区コミュニティ課内） Ｔ681・6020 Ｆ681・6161

見沼区
子育てフェア

3）で、


