大宮区民限定

城下町岩槻歴史散策会
−老舗料亭の特製ランチ付き−
歴史と美食の小旅行 をテーマに、岩槻区で開催してい
る「城下町岩槻歴史散策会」。
このたび、ボランティア団体「語り部会」のガイドによる、大
宮区民限定の散策会を開催します。

11月18日㈮

10時〜15時

岩槻駅前（東口）

大宮区役所新庁舎整備事業に係る
説明会（懇談会）を開催します
テーマ▶事業計画について
日 時▶①10月28日㈮ 19時〜 ②10月30日㈰ 10時〜
③11月 3日㈷ 14時〜
会 場▶①②大宮区役所6階会議室
③宇宙劇場 集会室（大宮駅西口・JACK大宮 5階）
定 員▶各70人（当日先着順）
※いずれの回も説明内容は同じです。手話通訳者がつきます。
詳細は市Ｈ「大宮区役所新庁舎整備事業」をご覧ください。
※当日は、公共交通機関などでご来場ください。

対象・定員▶大宮区在住の方 40人（抽選）
参加費▶2,000円（昼食代・保険料など）
※当選通知後、11月11日㈮までに、区コミュニティ課まで参

※この イメージ 図は、提
案審査時に提出された
ものであり、実 際 の 外
観とは異なる場合があ
ります。

加費を持参してください。
応募方法▶ はがき、ファクス又は電子メール（1通3人ま

で）で、次の事項を人数分、申込み先へ。
①氏名（ふりがな）②生年月日 ③住所 ④電話番号 ※1人1通限り有効
締切り▶10月19日㈬必着
※抽選結果は10月28日㈮までに、代表者全員に連絡します。

散策予定（約4km）
●時の鐘

●遷喬館

問合せ▶大宮区役所新庁舎建設準備室
Ｔ646・3076 Ｆ646・3079
Ｅomiyaku-shinchosha@city.saitama.lg.jp

●愛宕神社

●岩槻郷土資料館 ●料亭「ほてい家」
（昼食）
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大宮駅西口ソニックシティ周辺において開催します。多くの皆さ
んのご来場をお待ちしています。

日

時▶10月29日㈯ 10時〜15時（シーノ会場は9時〜17時）

※雨天の場合、一部中止または変更あり。

会
岩槻郷土資料館

場▶ソニック会場（鐘塚公園、ソニックシティ 第1展示場・イベント広場）
シーノ会場（シーノ大宮センタープラザ 10階多目的ホール）
DOM会場（DOMショッピングセンター 2階ピロティ・1階モール）

昼食（イメージ）

〒330-8501 大宮区大門町3−1
大宮区コミュニティ課「城下町岩槻歴史散策会」係
Ｔ646・3020 Ｆ646・3161
Ｅomiyaku-community@city.saitama.lg.jp

こん に ち は

区長

問合せ▶区コミュニティ課内
大宮区民ふれあいフェア実行委員会事務局
Ｔ646・3020 Ｆ646・3161

です

秋の訪れとともに、とても過ごしやすい時期になってきました。

て開催する、毎年恒例の「大宮区民

今月は、区で実施する2つの事業を紹介します。

ふれあいフェア」です。

まず、
1つ目が、地域の防災力の一層の強化を図るため、
10月15
日㈯に実施する「大宮区防災訓練」です。
当日は、区役所に設置した「災害対策本部」と、区内18か所にあ

地域主体・区民参加型のイベント
で、ステージでは小・中・高校生によ

区庁舎地震避難訓練にて

る吹奏楽の演奏や区民の皆さんによるコーラス、ダンスなどが

る「避難場所運営委員会」とが相互に連携して、避難所を開設す

披露されます。また、
ミニ新幹線への乗車体験や、各種団体による

るなど、実践的な避難訓練を行い、いざという時に備えます。

ブースも出展します。この他、ソニックシティやDOMでの展示・演

東日本大震災に続き、本年4月に、熊本で大地震が発生したこ

奏、シーノ大宮の多目的ホールで大宮区小・中学校図工美術絵画

ともあり、
今回から、西区や北区と連携した訓練も行い、取り組み

展などを行い、大宮駅西口周辺はにぎわいます。区民の皆さん、
ぜ

の充実に努めます。

ひ足を運んでください。お待ちしています。

2つ目が、
10月29日㈯に大宮駅西口の鐘塚公園などを会場とし

2

詳細は市報と同時配布のチラシをご確認ください。

大宮区長 伊藤 利一

区民レポーターがつくる

るくする運動
社会を明

標語入りポスター展
示会

筋力の維持向上のために
さいたま大宮地区保護司会では、
さいたま大宮地区保護司会では 「社会を明るくする運
「うんどう教室山丸公園同好会」は、う

動」の一環として小中学校と連携した標語入りポスターの

んどう遊園地域指導員（5名）の指導のも

展示会を行います。

と、山丸公園に設置されている運動遊具
期

間▶①10月4日㈫〜9日㈰

9時〜17時

を活用しメンバーの健康維持・向上に努め

※9日㈰は15時まで

②10月24日㈪〜31日㈪

8時30分〜17時

※10月29日㈯、30日㈰を除く

会

場▶①大宮図書館
②大宮区役所

室です。

1階展示ホール

吉敷町から参加の本島紋次郎さんは「町内のゴルフコンペ

南館1階入口

に参加することを目標に筋力強化運動を繰り返しました。結

出展校▶大宮東小、大宮南小、大宮北小、大成小、
大宮北中、大宮東中（①は西・北・見沼区と合同開催）
問合せ▶区福祉課

Ｔ646・3053

ると共に、手作りの道具やフラフープを用
いゲーム感覚の運動も楽しく行う運動教

Ｆ646・3165

果、8年ぶりに参加出来ました」と笑顔。東町の志水栄子さんは
「6年前、区報で知り参加しました。現在は体調も良く皆さん
との会話も楽しいです」と話す。
指導員の立澤邦子さんは「女性会員が多いため女性が普段

高齢者うんどう教室
うんどう遊具を使い、腰痛や肩こり、転倒などを予防す
る運動です。タオル、帽子、飲み物を持参のうえ、動きや
すい服装で、直接、会場へお越しください。

日程

時間

10/13・27㈭

会

使わない筋力を養えるような運動を心がけています」と話し、
野村勇さんは「衰えつつある筋力の維持向上を目的に、休憩や
水分の補給などの安全管理もしっかりと行うようにしていま
す」と指 導員としての心
構えを話していました。

場

（文責 山田 とも子）

山丸公園（雨天中止）

10/7・14・21・28㈮

14:00〜
15:30

10/11・18・25㈫

大平公園（雨天時：三橋1丁目自治会館）
※7、21日は雨天中止

A 行政書士無料相談会

寿能公園（雨天時：寿能会館）
日

問合せ●区高齢介護課

3646・3068 6657・1201

区民のページ
第1回大宮歯科医師会公開市民講座
日 時●10月16日㈰ 9時〜11時
（開場8時30分）
会 場●大宮歯科医師会1階ホール（下町3−47）
内 容●講演テーマ…口の健康こそが若返りの秘訣
講師…有川 量祟氏
（日本大学松戸歯学部公衆予防歯科学准教授）
対 象●市内在住の20歳以上の方
定 員●100人
（当日先着順）
問合せ●大宮歯科医師会 Ｔ644・8324 Ｆ648・0249
※車でのお越しはご遠慮ください。

時▶①10月29日㈯ 10時〜15時
②11月 5日㈯ 10時〜16時
会 場▶①大宮区民ふれあいフェア ソニックシティ 第1展示場
②そごう大宮店 3階連絡通路
内 容▶相続・遺言書作成や各種契約書の作成などの相談
問合せ▶埼玉県行政書士会（大宮支部広報部）
Ｔ682・3305 Ｆ682・3306

B 法の日司法書士無料法律相談
日

時▶①10月3日㈪ 10時〜16時
②10月5日㈬ 10時〜16時
会 場▶①岩槻区役所 4階第1会議室
②大宮区役所 2階市民相談室
内 容▶相続、不動産・会社の登記手続き、債務整理、
成年後見手続きなどに関する相談
対 象▶県内に在住の方
問合せ▶埼玉司法書士会大宮支部 Ｔ649・3677 Ｆ641・9519

C 全国一斉スポーツ法律相談会

大宮アルディージャ ホームゲーム情報
会

場▶NACK5スタジアム大宮
（2nd）

大会/節
リーグ 15節

キックオフ
10／22㈯14:00

対戦相手
湘南ベルマーレ

リーグ 17節

11／ 3㈷13:30

FC東京

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
Ｔ622・7700 Ｆ621・3055（土・日・月曜日・祝休日を除く10時〜18時）

日
会

時▶10月15日㈯ 9時30分〜12時 ※受付は11時30分まで
場▶埼玉弁護士会法律相談センター
（浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階）
内 容▶スポーツに関する法律相談
問合せ▶埼玉弁護士会法律相談センター Ｔ710・5666 Ｆ837・2898
A・B・C
共通

費 用▶無料 申込み▶当日、直接、会場へ。（当日先着順）
問合せ▶市民生活安全課 Ｔ829・1214 Ｆ829・1969
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