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が で き まし た
平成21年度大宮区区政方針を策定しました。区政方針は区役所1階情報公開
コーナー、大宮駅支所で配布しています。また区のホームページでもご覧いただけます。
誰もが 暮らしやすいまちづくり

安心・安 全なまちづくり

●障害のある方への支援
●健康づくりや疾病予防の支援
●高齢者の生きがいづくり、介護予防の推進
●地域福祉の向上

●公共施設の耐震化に努め、
自主防災組織と連携した防
災訓練の実施
●安全なまちづくり協議会を中心とした防犯活動や青色
防犯パトロール、清掃活動を実施
●道路の緊急修繕、公衆街路灯やカーブミラーの設置

子 育てしやすいまちづくり

区民との協働のまちづくり

●子育て世代が安心して暮らせるための支援
●虐待などがなくなるよう関係機関や地域との連携

●区民会議やコミュニティ会議との協働
●自治会などとの地区別懇談会（対話集会）の実施

親しまれる区 役 所づくり

地 域コミュニティによるまちづくり

●環境マネジメントシステム
（ISO14001）による地球環
境にやさしい取り組み

●「区民ふれあいフェア」
を始めとする区民参加型イベン
トの実施
●地域の歴史や文化
的資源、
また鉄道博
物館や大宮アルディ
ージャ、大宮二十景
などの地域資源の
活用

●窓口申請パッケージによる快適なワンストップサービ
スの提供
問合せ

大宮区民ふれあいフェア

こんにちは

区長

※H21.3認証取得

区総務課

http://www.city.saitama.jp/index̲omiyaku.html

です

■６月は環境月間です。

2

秋山 誠克

日時●６月３０日（火）
まで（８時３０分〜１７時）
※土・日曜日を除く
会場●大宮区役所本館3階会議室（6月12日まで）
6階会議室（6月15日〜30日）

定額給付金＆子育て応援特別手当専用ダイヤル
3829･1192（８時３０分〜２０時※休日も可）
6829･1609
担

当

定額給付金
経済政策課定額給付金担当(手続きについて)
子育て応援特別手当
子育て支援課又は区支援課

▲

のぶかつ

定額給付金相談窓口 を
設置 しています

▲

今年３月末大宮駅東口駅前広場が整備され、
また大宮駅南側
にエレベーターが設置されました。これにより歩行者の安全、
交
通の利便性も高まりました。この大宮駅周辺地区は「環境美化重点区域」及び
「路上喫煙禁止区域」に指定されており、
区としても事業者や地域の諸団体の方、
また市民の方々とともに、
環境美化の促進に努めております。お陰様で一歩ずつ、
安全で暮らしやすく、
ゴミのないきれいなまちづくりの輪が広がってまいりました。
今後もご理解とご協力をお願いいたします。
さて６月５日は環境の日です。これは１９７２年６月５日からストックホルムで開催
された「国連人間環境会議」を記念して定められたもので、
この６月には関係府省
庁や地方公共団体などにより、
全国で様々な行事が行われています。
さいたま市では今年も６月１日から９月３０日までの間、
「地球温暖化防止対策」
の一環として、
「クールビズ」を推進します。冷房を２８℃に設定し、
軽装「ノーネク
タイ・ノー上着」での執務を実施いたします。そのほか必要以上の照明の消灯、
使
っていない事務機器の電源オフなど、
環境に配慮した取り組みも実施しています。
ご家庭でもできることから始めてみませんか？
うっとうしい梅雨の時季、
体調管理には十分気をつけてお過ごしください。

大宮区長

3646・3013 6646・3160

ホームページ

※会場に関するお問い合せは区総務課へお願いします。

区民レポーターがつくる

絵 画 展 作 品 募 集

大宮の「安らぎ」を
・
・
検索すると・

大宮区では区民ふれあいフェアの開催にあわせて、絵
画展を行っています。みなさん奮ってご応募ください！

に ぎ

「歴史と賑わいのまち」大宮は、
「賑わ

テーマ

いと安らぎが同居するまち」とも言われていま
す。
「歴史」と「賑わい」とについては、
門前町から中山道大宮宿
として栄え、
県内随一の商業都市へと発展したということで納
得できます。では「安らぎ」は何処からのイメージなのでしょう？

「大好きな私のまち」
皆さんの住むまちの好きなところを自由な感性で表現してください。
鉄道や駅周辺、
自然や緑など
のある風景
●大好きな友達や家族、
動物など
●

例

そこで今回は、
大宮の「安らぎ」を検索することにしました。

身近な学校や公園、好きな
場所の風景
●大好きなイベントや祭り
●

「大宮人（おおみやびと）は元気で温かい。隣近所を大事にす
る気持ちにホッとさせられ、
安らぎます。」と、
話してくださったの

９月５日
（土）
１０時〜１５時
２００９大宮区民ふれあいフェア会場に展示
入選作品はその後区役所内でも展示させていただきます。

日 時

は、
埼玉縣信用金庫大宮支店・次長の古賀俊充さん。中山道沿
いの 埼信 には、
企業の経営者の方や南銀で働く板前さんや
店員さんがユニホーム姿で気軽に訪れています。
まさに 埼信

規

格

対

象

のキャッチフレーズ ｆａｃｅ ｔｏ ｆａｃｅ あなたの暮らしのパート
ナー と合致しています。
県内の８支店で仕事をした古賀さんは、
昨年３月に大宮支店
への転勤が決まった時、
大宮は「東京に近いまち」と「歴史ある

５５㎝×５５㎝の台紙におさまる大きさ
（作画は自由、
イラストも可）
大宮区内在住・在学の幼児、小学校１年生〜中学校３年生

出品・費用

一人１点（未発表のもの）
・無料

応募方法

区コミュニティ課、区内地区公民館に設置してある
応募要領をご確認の上、出展申込書とともにご応募
ください。
（応募要領はホームページからもダウンロ
ードできます）

まち」のどちらなのだろう？人々の気質は？と楽しみに着任した
そうです。結果は、
県内随一の大都市のイメージからは想像出
来ない、
あつい人情と温かく明るい心を持った方たちに接し、
驚
きと感動を覚える日々だそうです。
「今日のように冷めている世

区コミュニティ課
3646・3020 6646・3161

問合せ

の中でも、大宮人は近隣を大事にする心を持っています。大宮
の企業が元気を維持しているのは、
その連鎖の結果だと思いま
す。安らぎのあるまちですね。」と、
古賀さん。

区 民 のページ

古来から大宮人は、大宮の地を慕い訪れる人々を柔軟に受
け入れてきました。
「大宮の安らぎ」、
それは大宮という恵まれ
た環境により培われたものなのでしょう。 (文責：山田 とも子)

●サークル会員募集
■器楽サークル（新規立上げ）
●月1回予定●区内公民館で開催予定●月会費1,000円程度●
自宅で眠らせている楽器で楽しもう。50〜70歳の音楽好きな方、
素人歓迎！●畠山 3080･6652･1322

な

よ 広
か し 場

公立保育園では、
園庭を開放しています。
保育園のお友達と一緒に遊びませんか。
期 日 毎月第３水曜日
（8月及び平成22年3月を除く）
時 間 ９時30分 〜 11時
対象者 市内在住の０歳から３歳までの乳幼児とその保護者

■石雲会（かな書道）
●毎月第1・3火曜日13時〜15時●桜木公民館（シーノ大宮内）
●月会費2,000円●年1回作品展を実施。シルバー作品展自由参
加●鈴木 3624･0208
■赤とんぼの会（ハーモニカ体験講座）
●6月12日・19日・26日(金)15時15分〜17時●高鼻コミュニティ
センター●費用無料●癒しの曲を皆で合奏できるようになろう！●
ヘンリー黒河 3647･2566（留守電に連絡先を入れてください）
■藤帆サークル（踊り）
●毎月２回火曜日９時３０分〜１２時●三橋児童センター●費用無
料●流行歌に合わせて踊ってみませんか？●三橋児童センター
3644･2978

申込み・問合せ

直接、
各保育園へ ( 駐車場はありません )
●大宮保育園
●桜木保育園
●三橋保育園
●天沼保育園
●上小保育園

3641・1497
3641・1229
3643・3145
3642・4240
3643・4436

3644・0470
●大成保育園 3667・2559
●桜木南保育園 3642・4658

大宮アルディージャホームゲーム情報
♪ゴール、ゴール、ゴール！！！ ♪

●寿能保育園

みんなで待っています！

大会／節

開催日時

対戦相手

競技場

ﾔﾏｻﾞｷﾅﾋﾞｽｺ
第6節 6月7日㈰ 14:00 横浜F・マリノス ＮＡＣＫ5スタジアム大宮
リーグ
第14節 6月20日㈯ 18:00 京都サンガF.C. ＮＡＣＫ5スタジアム大宮
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