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クロ ーズ

アッ プ
大宮盆栽美 術 館 特 別 展

世界中に愛好者が広がる日本の伝統文化「盆栽」
そのルーツに迫ります！

期間 10月31日㈮〜11月30日㈰

▲盆栽図屏風（左隻・部分）作者不詳 江戸時代初期 出光美術館蔵

「盆山」とは、現代では「石付き盆栽」と呼ばれる石のくぼみに樹木を植えつけた盆栽です。
日本の中世から近世にかけて流行し、イエズス会宣教師が出版した日本語辞書にも記述されていま
びょう
した。本展覧会では、こうした「盆山」の世界を、貴重な屏風絵や絵巻物などの絵画資料、狂言の一
演目として知られる「盆山」や近世の浮世絵版画などをとおして紹介します！
●観覧料

特別展
●日 時
●申込み

▶一般=300円

▶高校生・大学生・65歳以上=150円

ギャラリートーク

▶小・中学生=100円

〜盆栽などの鑑賞ポイントを知って展覧会を楽しもう〜

▶11月2日㈰ ▶11月16日㈰ ▶11月30日㈰
当日、直接、大宮盆栽美術館へ。

13時30分〜

※当日の観覧券が必要です。

大宮盆栽美術館では11月も催しが盛りだくさん！
№

行事名／内容
小・中・高生 盆栽相談デー／季節の手入れ
①
などに関する相談会

日時

その他

ｎ対象／①盆栽を持参できる小・中学生、高校生とその関
11/9㈰ 9:30〜11:30
係者
ｎ定員／②各10人（抽選）③各80人
（先着順）
11/16㈰
② 盆栽ワークショップ／長寿梅の盆栽を作る
▶9:30〜11:00 ▶13:30〜15:00 ｎ費用／②2,500円
ｎ申込み／▶①・③・④…当日、直接、大宮盆栽美術館へ。
ロビーコンサート／クラリオン音楽部のク
11/24㉁ ▶11:00〜 ▶14:00〜 ▶②…11月7日㈮
③
（必着）までに、直接又ははがきで、行
ラリオーノによるコンサート
事名、時間、郵便番号・住所、氏名、電話番号を、同美術
館へ。※結果は全員に連絡します。
④ 盆栽実技／季節の手入れ方法を職人が実演 11/29㈯ 13:30〜15:00

親子盆栽教室＆鉄博見学会
時 ▶11月15日㈯ ▶11月23日㈷
10時〜15時
内 容 大宮盆栽美術館での盆栽づくり体験
と鉄道博物館の観覧 ※シャトルバ
スで移動します。
対 象 小学生とその保護者
定 員 各10組20人（先着順）
費 用 1組1,500円 ※別途、鉄道博物館
の入館料が掛かります。
申込み 11月7日㈮の9時から、電話で、大
宮盆栽美術館へ。

ミュージアムヴィレッジ大宮公園

スタンプラリー

対象施設を巡り、スタンプを集めて
オリジナルグッズをもらおう！

日

期間

平成27年2月8日㈰まで

対象施設 東武鉄道大宮公園駅、大宮盆栽村内の盆栽
園、漫画会館、大宮盆栽美術館、歴史と民
俗の博物館、大宮公園、武蔵一宮氷川神社、
NACK5スタジアム大宮、市立博物館
ミュージアムヴィレッジ大宮公園とは、大宮公園
駅を起点とした半径約1㎞に位置する9つの施設
のエリア名称です。
詳しくは、歴史と民俗の博物館（ｌ645・8171、ｊ645・7321）
へ。

詳しくは、
〒331‑0804

北区土呂町2‑24‑3 ｌ780・2091、ｊ668・2323

ｈhttp://www.bonsai‑art‑museum.jp/
Facebookページ https://facebook.com/OmiyaBonsaiArtMuseum/
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各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は8ページに記載しています

エコドライブ始めませんか？
〜11月はエコドライブ推進月間です〜
集中豪雨や猛暑などの異常気象は、地球温暖化と深い関係があると言われています。
地球温暖化の主な要因となるのは二酸化炭素です。本市で排出された二酸化炭素の約4分の1は、自動
車から排出されています。地球温暖化対策のために、簡単でお得なエコドライブを実践してみませんか？
エコドライブは
●排出ガスの削減 ●燃料代の節約
●安全運転による交通事故の回避
「一石三鳥」
の運転方法だね！

エコドライブ
10のすすめ
10
のすすめ

エコドライブを実践することで、燃費を約14％改善できます！

道路交通情報の活用

ふんわりアクセル「eスタート」

渋滞や交通規制などの道路情報をチェックし、渋滞を
避け、余裕を持って出発しましょう。

やさしい発進
（最初の5秒で時速20㎞程度）
をしましょう。

加減速の少ない運転
タイヤの空気圧をこまめにチェック

車間距離にゆとりをもち、無理の無い範囲で定速運転
に努めましょう。

空気圧を適正に保ち、燃費の悪化を防ぎましょう。

早めのアクセルオフ

不要な荷物は積まずに走行

エンジンブレーキを積極的に使いましょう。

荷物の重さは車の燃費に大きく影響します。不要な荷
物はできるだけ車から降ろしましょう。

エアコンの使用を控えめに
暖房は車のエアコン（A/C）スイッチを切り、冷房は車
内を冷やしすぎないようにしましょう。

駐車場所に注意
渋滞の原因にもなる迷惑駐車はやめましょう。

アイドリング・ストップ

自分の燃費を把握しよう

待ち合わせや荷物の積み降ろしなどの際は、エンジン
を切りましょう。

常にエコドライブの効果を意識しましょう。

できる項目から始めて、無理なく続けていきましょう！
詳しくは、環境対策課(ｌ829・1330、ｊ829・1991)へ。
イ

ー

キ

ズ

ナ

「Ｅ−ＫＩＺＵＮＡシンポジウム2014」
を開催します！
本市では、EV
（電気自動車）やFCV
（燃料電池車）
などのエコカーの普及に取り組んでいます。
皆さんも、エコカーの魅力や環境にやさしいまち
づくりについて、この機会に考えてみませんか？

日 時
会 場
内 容
定 員
申込み

実施！
車両展示を ます！
試乗もでき

11月10日㈪ 13時30分〜
ホテルブリランテ武蔵野(中央区新都心)
自動車メーカー等の講演、座談会、EVユーザーの体験談など
250人(抽選)
11月6日㈭までに、電話、ファクス又はEメールで、行事名、
郵便番号・住所、氏名(ふりがな)、電話番号を、環境未来都市
推進課へ。※結果は全員に連絡します。

詳しくは、環境未来都市推進課(ｌ829・1457、ｊ829・1991、ｆe-kizuna@city.saitama.lg.jp)へ。
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市内最大の
農業イベント

クローズアップ

� いたま市農業祭

日時

11月15日㈯
11月15日
㈯・16日㈰

9時〜15時（雨天決行）

会場

市民の森・見沼グリーンセンター（北区見沼）

内容

● �いたま市産の採れたて野菜や果物、
花き、植木などの直売
● 農産物の品評会・展示
● 友好都市の特産品の販売
● 郷土太鼓の演奏
● キャラクターショー

交通

土呂駅東口から徒歩約10分

芝川

市民の森

第二産業道路

土呂駅
入口

見沼代用水西縁

道路
産業

土呂
駅

バス停
神明橋

市民農園

●
見沼公園

家族みんなで楽しめる
イベントが盛りだくさん！

●大砂土中

農場
神明橋通り

農場

会場
案内図

宇都
宮線

※土呂駅東口と大和田駅から無料
シャトルバスを運行します。
（1時間に2本程度）

を開催します！

市民の森通り
●見晴公園・風車小屋

東武野田線

大和田駅

詳しくは、農業政策課（ｌ829・1378、ｊ829・1944）
へ。

社会保障・税番号制度が始まります！
平成27年10月から、皆さん一人ひとりに12桁の
個人番号
（マイナンバー）
を通知します
ｎマイナンバー
マイナンバーとは？
とは？
社会保障、税、災害対策の行政手続きで、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報で
あることを確認するために利用するものです。

▲マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

ｎどんな効果があるの
どんな効果があるの？
？
皆さんの利便性の向上

行政の効率化

添付書類の削減などにより、行政手続
きを簡素化し、利便性を向上します。

業務の連携を進め、作業の重複などの
無駄を削減します。

公平・公正な社会の実現
不正受給などを防止し、本当に困って
いる方にきめ細かな支援を行います。

※詳細は、内閣官房のホームページ（ｈhttp://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/）
でもご覧になれます。

国のコールセンターが設置されました
マ イ ナン バー

マイナンバー制度コールセンター 0570・20・01 7 8
※9時30分〜17時30分（土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く）※通話料金が掛かります。

〈全国共通ナビダイヤル〉

詳しくは、ICT政策課 番号制度整備室(ｌ829・1047、ｊ829・1986)へ。
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企業約170社が出展！高度な技術や優れた製品・サービスを紹介します！
11月7日㈮
㈮〜9日
〜9日㈰
㈰ 10時〜18時(9日は16時まで)
日時 11月7日
会場 さいたまスーパーアリーナ(さいたま新都心駅西口)
基調講演

ステージイベント など

最先端技術紹介ステージ

▶7日…CSRチャレンジ企業認証式、
伝統産業事業所指定証交付式、リー
ディングエッジ企業認証式、パネル
ディスカッション、基調講演など
▶8日・9日 … 最 先 端 技 術 紹 介 ス テ ー
ジ、特別講演（8日）
、ニュービジネ
▲谷田大輔氏(㈱タニタ前
ス大賞発表式
（9日）
など
代表取締役社長)

▲ ヒュ ー マ ノ イド ロ ボ ット
「NAO」
のデモンストレーション

他にも楽しいイベント
が盛りだくさん！
▶次世代自動車・スマートエネ
ルギーコーナー
▶�いたまるしぇコーナー
▶企業プレゼンコーナー
▶�いたま市ニュービジネス
大賞コーナー
▶物産販売コーナー
▶伝統 産業 事 業 所実 演コー
ナー

ものづくり体験教室

参加型イベント

▶8日・9日…かんたんロ
ボット製作、岩槻木目
込人形づくりなど

▶7日〜9日…マグカップの絵付
け、超小型モビリティの試乗
体験、スタンプラリー
（8日・9
日）
、もちまき体験
（8日・9日）
など
※一部のイベントは有料又は抽選です。

▲もちまき体験の様子

※いずれも、当日の10時から、整
理 券 を 配 布 し ま す(先 着 順・無
料)。

▲ものづくり体験の様子

詳細は、コラボ�いたまのホームページ(ｈhttp://www.collabo-saitama.com/)でご覧になれます。

詳しくは、商業振興課(ｌ829・1364、ｊ829・1966)へ。

をつなぐ
「きょういく」「きょうよう」健康長寿
先日、本市は20大都市の中で健康寿命が男

ブチケットで活動を支援をしています。また、

性は3番目、女性は6番目に長いという記事を目

高齢者の皆さんには、チャレンジスクールや防

にしました。健康寿命とは、健康上の問題で日

犯ボランティア、シルバーバンクなど、これま

常生活が制限されることなく生活できる期間の

での経験や知識、技能

けつ

ことです。健康で長生きする秘訣は、今日行く

などを地域や子どもた

ところがある
「きょういく」
と、今日用事がある

ちのために生かしてい

「きょうよう」だと言われています。外出をする

ただいています。中に

ことで、適度な運動や人とのふれあいが図られ、

は、90歳を超えても会

か ら だ

心と身体の健康を生み出します。
本市では、健康づくりなどの活動を行ったと
きにポイントがもらえる長寿応援制度や、市の
公共施設を割引又は無料で利用できるアクティ
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食サービス等のボランティア活動をしている方
もいます。高齢者の皆さん、健康長寿のため、
そして地域のために参加してみませんか。
さいたま市長

