オープン1周年の

行って み よう！
大宮区には大宮公園をはじめとして、個性豊かな公園が点在しています。昨年
11月には「合併記念見沼公園」も加わりました。今月はオープン1周年を迎えた
合併記念見沼公園をご紹介します。

合併記念見沼公園

見沼田んぼとは・
・
・

木 道 のある見 沼 の

かん がい

沼と池 や 芝 生 広 場 が

江戸時代初期には灌漑用水池として開発さ

あり、野 鳥 や 昆 虫 、見

れ、見沼のため井がありました。徳川八代将軍
吉宗の時代に、水田の確保のため干拓され、見

沼 田 ん ぼ に自 生 する

沼代用水の開発とともに田んぼとして生まれ変

植 物 など の 観 察 が で

ぼ

わり、
今日に至っています。1995年に「見沼田圃

きます。時にはカルガ

の保全・活用・創造の基本方針」が制定され、見

モやカワセミ、かえるやどじょうが見られることもあります。

沼の自然が守られています。

市民と協働でこの公園を活性化していこうと、近隣自

さいたま市では・
・
・

治会や小・中学校、自然保護

見沼田圃の基本方針に沿って、見沼田んぼ

団 体、N P Oなどから構 成さ

の自然・歴史・文化を守り育て、後世へ伝えてい

れる「セントラルパーク市民

くため「セントラルパーク基本構想」を計画して

協働会議準備会」が平成18

います。その先駆けとして合併記念見沼公園が

年に発足しました。市内の公

昨年11月4日にオープンしました。

園では初めての取り組みで

問合せ 合併記念見沼公園

す。毎月第1日曜日にはこの準備会主催でフ
されています。
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12月7日
（日）

集合

第1部…10時
第２部…13時

容

コース

内

第1部…話を聴く
「見沼田んぼ物語」
小学校高学年〜中学生向き。昼食持参。
第2部…歩く
「見沼の自然ふれあいウォーク」
大人も子どももどうぞ！

合併記念見沼公園
公園〜見沼田んぼ・
芝川〜大宮南部浄化
センター〜公園

申込み・問合せ●特定非営利活動法人NPO埼玉ネット 3714・0501
主催●特定非営利活動法人NPO埼玉ネット
共催●セントラルパーク市民協働会議準備会

2

6714・0509

自治医大
医療センター入口

自治医大
医療センター

天沼神社前

芝川小学校

第二東中学校
自治医大
防災
さいたま
センター
医療センター

合併記念
見沼公園

芝川

開催日

3642・7963

第二産業道路

自然観察指導員のガイドで楽しく学ぼう！

大宮駅

四 季 の 見 沼 田ん ぼ 観 察 会

東口

200

産業道路

中山道

リーマーケットや自然を楽しむイベントが開催

旧
道

見沼
沼の
の 沼と池

・[大11系統]
自治医大医療センター行「自治医大医療センター」下車
・[大02-2系統]
浦和学院高校行
「自治医大医療センター入り口」下車
・[大04-2系統]
大谷県営住宅行
「自治医大医療センター」下車
・[大43系統]
天沼循環「天沼神社前」下車

区民レポーターがつくる

区 民 のページ
清秋の合併記念見沼公園を訪ねて
すがすがしい秋の公園を訪
ねてきました。門を入ると右に
芝生の駐車場、その奥に管理
棟、
左側には芝生広場、
その奥
に見沼の沼と池があります。管
理棟の脇には代用水から引か
みどり愛護会 小野会長
れた小川があり、
小魚のクチボ
ソが住んでいます。この公園と関わりのある「みどり愛護会」
の小野達二会長にお話を伺いました。みどり愛護会は、
この見
沼の森林について市から委託を受け、
管理しています。ボラン
ティアの方々が月に一度程度集まって、
作業をされているそう
です。また「セントラルパーク市民協働会議準備会」のメンバ
ーでもあり、
自然観察会などをイベント開催時に実施している
そうです。
この公園は「見沼田んぼに蘇る生き物たちとのふれあいと
新しい市民交流の創造」をテーマに、
沼や湿地・広場などを配
置し、
生き物の観察からピクニック等まで幅広く楽しめる公園
です。見沼田んぼのようにこれほどの緑地が残っているところ
は、首都圏では他にないそうです。そのためこの貴重な緑地
の「見沼田んぼの原風景」を復元していきたいとのこと。それ
は他から動植物をもってくるのではなく、
もともとあったもの
の再生を促す活動です。この公園内の水生植物は、
かつて生
えていた植物の根が残っていて育っています。植物が再生する
と野鳥やカエル、
ドジョウ、
タニシ、
昆虫類などの生物が戻って
きます。水と緑と動植物とのふれあい、
そして人々との交流の
場、
公園全体が自然庭園であると熱く語ってくれました。
青い空、
白い雲、
水、
緑、
野鳥、
小川のせせらぎ、
ゆったり散策
する人々、
ここは静かな別世界。いつか蛍の乱舞が見られると
いいな・
・
・と思いながら公園を後にしました。

(ペンネーム う・せ・かのん)

大宮アルディージャホームゲーム情報
大宮アルディージャホームゲーム情報
♪ 最終戦間近！
！有終の美を飾ろう！♪
大会／節

開催日時

対戦相手

競技場

リーグ
第31節 11月8日㈯ 14:00 川崎フロンターレ ＮＡＣＫ5スタジアム大宮
リーグ
第33節 11月30日㈰ 16:00 京都サンガF.C. ＮＡＣＫ5スタジアム大宮

●催し物案内
■市民フォークダンス大会
日時●11月3日(祝)
10時30分〜12時・
・
・
・
・
・
・
・
・初心者タイム
12時50分〜15時40分・
・
・
・愛好者タイム
会場●大宮小学校体育館
費用●初心者タイム無料・愛好者タイム400円
問合せ●大宮フォークダンス連盟 小林3６４２・３９７２
■第1回大宮区家庭教育講演会
日時●11月22日(土)10時〜12時
会場●西部文化センター
大宮駅西口よりバス シティハイツ三橋行き「大宮西警察署前」下車徒歩1分
内容●「よい子が育つ夫婦の絆」〜本当の愛情のかけ方〜
講師●家庭教育研究所所長 丸山 貴代氏
問合せ●大宮明るい社会づくりの会事務局 内田
3６５１・０５２３又は3０９０・２５２５・９５７７※託児あり。無料
おおみやがくことはじめ

■コミュニティ会議・大宮学事始主催 大宮十二支講座
「あなたと大宮のうし年の運勢」
日時●12月6日(土)13時30分〜16時40分（開場13時）
会場●市民会館おおみや 3階第３〜5集会室（定員150人）
講師●浦和くらしの博物館民家園 主幹 田口 勝一氏
東洋運勢学会 会長 源 真里氏
費用●1,000円（資料代）
申込み・問合せ●コミュニティ会議・大宮学事始 齋藤36641・8418

こんにちは

区長

です

■秋から冬へ…
１１月に入り朝晩の冷え込みに、
一段と
秋の深まりを感じる今日このごろです。
今年の夏は、
ゲリラ的な降雨と猛暑の夏でしたが、
その記憶がい
つの間にか薄れていることに気づきます。晩秋を迎える今、
この
季節の楽しみとして紅葉狩りに出かけてみるのはいかがですか。
大宮の残された豊かな自然を観賞し、
季節の移ろいを楽しむの
も、
忙しい毎日から開放されるひと時ではないでしょうか。山野に
広がる錦秋のじゅうたんも見事ですが、
大宮の公園や街路樹を
染める黄葉も引けをとらない美しさがあります。区内公民館など
では文化祭や絵画展等の展示会が開催されます。
また歴史文学
講演会（１１月１６日（日）
１２時４５分から 市民会館おおみやに
て）、
防犯の集い（１２月４日（木）13時３０分から 市民会館おお
みやにて）などの講演会も開催されます。ご近所を散策がてら、
残りの秋を楽しんでみてはいかがでしょうか。ぜひ紅葉狩りとと
もにお出かけください。

※日曜納税窓口は毎月最終日曜日に開設します。
（12月は第３週）

■税について考えてみませんか
毎年、
１１月１１日〜１７日は「税を考える週間」です。
この期間、
税について理解を深めていただくため、
新聞、
テレ
ビ、
インターネットを活用した広報・広聴活動が行われます。
区役所では、
税の歴史や意義などのパネルや税に関する作文
や標語の優秀作品の展示を1階で行いますので、
お立ち寄りくだ
さい。この機会に税の仕組みや使いみちについて十分に認識し
ていただくとともに、
ご家族の皆さんで「税の必要性」について
話し合っていただければと思います。
また１４日には、
関東信越税理士会大宮支部主催による無料税
務相談を実施しますので、
利用されてみてはいかがですか。

※他の区役所でも開設しています。

（詳しくは全市版7ページをご覧ください。）

今月の日曜納税窓
今月の日曜
納税窓口
月〜金曜日に納税できない方のために、
日曜納税窓口を開設しま
す。お気軽にご利用ください。
日 時 １１月３０日（日） ９時〜１５時
会場•問合せ 国民健康保険税は区役所1階 保険年金課3６４６・３０73
その他の市税は区役所2階 収納課 3６４６・３０４２

大宮区長

O M I YA

斉藤 正一

2008.11
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