
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

日 時　間 会　場 所在地

4/ 5 ㈫ 10:30～11:15 片柳小学校 東新井 244-1

4/ 9 ㈯ 13:30～15:00 見沼区役所駐車場 堀崎町 12-36

4/12㈫

10:30～11:15 山邑神社 山 172

12:45～13:30 七里総合公園 膝子 3000

14:15～15:00 入ノ山公園 春岡 2-19-1

4/15㈮
12:45～13:30 風渡野天神社 風渡野 204

14:15～15:00 東大宮中央公園 東大宮 5-42-1

4/16㈯ 13:30～15:00 見沼区役所駐車場 堀崎町 12-36

4/21㈭
12:45～13:30 東北原公園 東大宮 2-42

14:15～15:00 新田公園 深作 236-9

4/28㈭
12:45～13:30 春岡１丁目公園 春岡 1-24-1

14:15～15:00 中川自治会館 中川 696-2

5/11㈬
12:45～13:30 正法院 南中野 451

14:15～15:00 大谷会館 大谷 1472

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

第8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、ぜひお出かけください。
日　程●4月16日㈯・17日㈰（23か所）　5月14日㈯・15日㈰（15か所）
時　間●10～16時
※ 公開日はお庭によって異なります。詳しくは区役所、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をご確認ください。
※ 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。

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。
花、人物など見沼区オープンガーデンに関する写真であれば応募できます。
詳しくは市ホームページをご確認いただくか、直接お問い合わせください。

問合せ●区コミュニティ課 Ｔ681・6020 Ｆ681･6161

◀ オープンガーデンの
　詳細はこちらから

◀ 写真募集の詳細は
　こちらから

「東武健康ハイキング」を開催します After bloom festival
出かけよう！春の庭へ ～見沼区オープンガーデン巡り～
見頃となっているバラのお庭など、個性あふれるお庭を楽
しみながら歩くウォーキングを開催します。
開 催 日●5月14日㈯・15日㈰
受付時間●9時45分～11時45分（随時）
申 込 み●当日、直接、東武アーバンパークライン大和田

駅前受付へ
※詳しくは、見沼区役所・東武鉄道各駅（一部の駅除く）で
配布しているポスター・パンフレット又は市ホームペー
ジをご確認ください。

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のお庭の花び
らを使い、花の短い生命に感謝し、来
年のさらなる開花、発展、コロナウイ
ルスの収束及び子どもたちの健康を願
うイベントを開催します。
日　時●4月24日㈰　10～14時
内　容●花絵・花

はな

手
ちょう

水
ず

づくり(10時～)
　　　　展示（11～14時）
場　所●中山神社境内（中川143）
問合せ●倉林 Ｔ090・2337・6547
所　管●区コミュニティ課 Ｔ681・6020 Ｆ681・6161

▲ 詳しくは
　こちらから
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掲載記事については、新型コロナウイルスの影響により、中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページや各問合せ先へご確認ください。
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こんにちは大山 啓輔＆菊地 俊介です

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 10～18時） 6621・3055

■出身　見沼区(七里小～七里中) ■出身　見沼区(春岡小～春里中)

　今季で、大宮アルディージャでのプロサッカー選
手生活も9年目を迎えます。いつもチームを後押し
してくださる皆さんの力を借りて、チームの目標を
達成できるよう戦いますので、熱い応援をよろしく
お願いします！

　今年も大宮アルディージャでプレーできることを
嬉しく思います。見沼区出身選手として、地域の皆
さんに勝利という形で期待に応えられるよう、全力
で戦っていきたいと思いますので、引き続きご支援
ご声援をよろしくお願いします！

MF15　大
おお

山
やま

啓
けい

輔
すけ

MF9　菊
きく

地
ち

俊
しゅん

介
すけ

写真提供：大宮アルディージャ

明治安田生命Ｊ２リーグ 試合日程

※会場は全てNACK5スタジアム大宮

節 キックオフ日時 対戦相手
第９節 4/ 9㈯14:00 ヴァンフォーレ甲府

第10節 4/16㈯14:00 ジェフユナイテッド市原・千葉

第12節 4/27㈬19:00 ザスパクサツ群馬

節 キックオフ日時 対戦相手
第17節 4/17㈰ 13:00 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

第19節 4/30㈯ 13:00 マイナビ仙台レディース

2021-22 Yogibo WEリーグ試合日程

2022シーズンも、僕たちが 見沼区アピール選手を務めます！

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

地域包括支援センター
（シニアサポートセンター）にご相談ください!

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。　地域包括支援センター（愛称：シニアサポートセ

ンター）では、地域で暮らす高齢のみなさんの介護、
福祉、医療等に関するさまざまな相談をお受けして
います。各センターでは、専門知識を持ったスタッ
フが、ご相談内容に応じて適切な機関と連携しなが
ら、問題解決のお手伝いをしています。
　見沼区では、区内４か所に設置し、年末年始を除
き、毎日開所しています。ご相談は無料です。お電
話での相談も受け付けていますので、お気軽にご相
談ください。

4月 時間 名称 会場 申込先

5日㈫ 10:00～11:30 やすらぎサロン 春岡公民館　
研修室 北部包括

8日㈮ 14:00～15:30 介護者のつどい 大砂土東公民館1階
実習研修室 西部包括

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

13日㈬ 13:30～15:30 ななさとサロン 敬寿園七里ホーム 東部包括

20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

申込み●事前に、電話で、各地域包括支援センターへ

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

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8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

「青信号は安全」ではありません！
　皆さん、青信号は安全だと思っていませんか？青信号

で横断歩道を渡っていても、右折車両や左折車両にひか

れてしまう事故が発生しています。

　右折車両が待機している場合は特に

注意が必要です。運転手は対向車両しか

見ておらず、横断中のあなたの姿が見え

ていないかもしれません。

　青信号でも油断せず、周囲の安全を確

認しながら横断してください。

問合せ●大宮東警察署 交通課 Ｔ・Ｆ682・0110

掲載記事については、新型コロナウイルスの影響により、中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページや各問合せ先へご確認ください。

詳しくはこちらから▶
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