
第7回 見沼区オープンガーデン
ご近所さんの素敵なお庭、ご覧になってみませんか｡ 春の花と
新しい出会いを見つけに、是非お出かけください。
日　程●4月17日㈯・18日㈰（20ヵ所）
　　　　5月15日㈯・16日㈰（13ヵ所）
時　間●10時～16時
※ 公開日はお庭によって異なります。詳細は区役所、区内支所・公民館・図書
館・コミュニティセンター・児童センター・駅に配置しているリーフレット
又は市ホームページでご確認ください。
※ 荒天など、状況により開催内容が変更となることがあります。

問合せ●区コミュニティ課 Ｔ681・6020 Ｆ681･6161

見沼区オープンガーデンで
撮影した写真を募集します！

お寄せいただいた写真は後日、区役所ロビー
で開催する写真展にて、展示します。
詳細はお問い合わせください。

オープンガーデンの詳細はこちらから▶

優良運転者表彰の申請を受け付けます
大宮東交通安全協会及び大宮東警察署では、優良運転者
の表彰を行います。交通安全協会会員の皆さんからの申
請に基づいて審査し、受賞者を決定します。
対 象 者●無事故・無違反の会員の方
表彰区分●5・10・15・20・25・30・35・40年以上
申請期間●9月3日㈮まで
申請方法● 大宮東交通安全協会で配布している申請書、運

転免許証、交通安全協会会員証及び無事故・無
違反証明書を、直接、大宮東交通安全協会へ

問 合 せ●大宮東交通安全協会 Ｔ687・4061 Ｆ687・4062

春の全国交通安全運動
　4月6日㈫～15日㈭は、
春の全国交通安全運動期
間です。
　春は、新入学児童をは
じめとして、新しい生活
を始める人が多く、慣れない通学や通勤のため事故が発
生しやすい時期です。
　「ゆずりあい」の心をもち、交通ルールを守り、事故に
あわない・起こさないようにしましょう。
問合せ●大宮東警察署交通課 Ｔ・Ｆ682・0110

料　金

問合せ●区くらし応援室 Ｔ681・6027 Ｆ681・6162

● 事故を防止するため、必ず犬をお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１時間前に実施の有無を決定します
ので、区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
の急激な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。

● 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場ではマスクを着用
し、お互いの距離を取るようご協力ください。また、なるべく少人数
でお越しください。

注　意　事　項

4月 時　間 会　場 所在地

6日㈫ 10:00～11:00 片柳小学校 東新井 244-1

8日㈭

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

10日㈯ 13:30～15:00 見沼区役所駐車場 堀崎町 12-36

13日㈫
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

16日㈮

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

17日㈯ 13:30～15:00 見沼区役所駐車場 堀崎町 12-36

21日㈬

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▶6,500円
内　訳
登録手数料 …………………3,000円
予防注射料金 ………………2,950円
注射済票交付手数料 …………550円

登録済▶3,500円
内　訳
予防注射料金 ………………2,950円
注射済票交付手数料 …………550円

※染谷ふれあい公園では今年度から実施しませんのでご注意ください。
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問合せ▶大宮アルディージャインフォメーションナビダイヤル
　　　　30570・003839（土・日・月・祝日を除く 10時～18時）
　　　　6621・3055

大宮アルディージャからのお知らせ
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

節 キックオフ日時 対戦相手

第8節 4月17日㈯　14:00 愛媛FC

第10節 4月25日㈰　14:00 FC町田ゼルビア

◀試合日程は変更にな
る場合があります。
こちらから最新情報
をご確認ください。

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
　(南部包括)敬寿園 Ｔ681・5151　(西部包括)大和田 Ｔ685・8791
所　管●区高齢介護課 Ｔ681・6068　Ｆ681・6160

4月 時間 名称 会場 申込先
10日㈯ 10:00～11:00 オンライン介護者の会 オンライン(ZOOM会議システム) 北部包括

14日㈬ 10:00～11:30
やすらぎサロン 春岡公民館 研修室 北部包括
ななさとサロン 敬寿園 七里ホーム 東部包括

21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
14:00～15:30 介護者のつどい 見沼区役所 多目的室 西部包括

見沼区ではじめる新生活
区内のみどころやイベント情報

区内市営・公営駐輪場

ハザードマップ

さいたま市バス路線マップ

埼玉バス案内WEB

防災まちづくり情報マップ

イベント情報、自然、公園、お土産品などの
情報を掲載しています。
配布場所●区コミュニティ課、区内
　　　　　支所・公民館・図書館

ハザードマップは自然災害がもたらす被害を予測して、地
図上に被害範囲などをあらわしたものです。各区情報公開
コーナーなどで配布しています。

市内の路線バスやコミュニティバス、乗
合タクシーの系統や行き先などを掲載し
たマップです。お出かけの際はご活用く
ださい。
配布場所●区情報公開コーナー・
　　　　　支所・公民館・
　　　　　図書館など
問 合 せ●交通政策課 Ｔ829・1054 Ｆ829・1979

停留所名や周辺施設名を入力・検索することで
時刻表や系統名などを調べることができます。

問合せ●防災課 Ｔ829・1126 Ｆ829・1978
問合せ●区コミュニティ課 Ｔ681・6021 Ｆ681・6161

問合せ●埼玉県バス協会 Ｔ824・5539 Ｆ831・5416所　管●自転車まちづくり推進課 Ｔ829・1399 Ｆ829・1979

堤防が決壊した場合等のシミュレーションに基
づいて、浸水の範囲や浸水深等を示したマップ
です。

がけ崩れが発生した場合に被害を受けるおそれ
のある場所（土砂災害警戒区域）などを示した
マップです。

さいたま市地図情報内の防災まちづくり情報
マップは、ハザードマップの情報などをピンポ
イントに確認できるウェブサイトです。

区内鉄道駅の近くにある市営・公営駐輪場をご案内します。
営業時間や料金など詳細は各駐輪場へお問い合わせくださ
い。

※市営大和田駅南及び市営東大宮駅東
口駐輪場の定期利用を希望する方
は、日本コンピュータ・ダイナミク
ス㈱ 70120・3566・21へお問い合
わせください。

区の魅力を動画で
紹介しています。

区が行う行事や
イベントなどを
発信していま
す。

アカウント名●見沼区役所広報
ユーザー名●＠MinumakuPR

ガイドブック「知って！みぬま」

〈洪水ハザードマップ〉

〈土砂災害ハザードマップ〉プロモーション動画 公式Twitter

駐輪場名称 住所 問合せ
市営大和田駅南 大和田町1-1387-1 688・8672※

七里駅第2 風渡野571 686・0690
市営東大宮駅東口 東大宮5-61 687・0035※

東大宮駅第1 東大宮4-26-11 668・6277
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