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�いたまシティカップ2013
7月26日㈮ 19時30分 キックオフ（予定）
埼玉スタジアム2 ○ ○２（緑区中野田）
ⒸT.YAMAZOE

浦和レッドダイヤモンズ

VS

「サッカーのまち さいたま」
をホームタウン
とする、Jリーグのリーディングクラブ。就
任2年目となるペトロヴィッチ監督指揮の
もと、戦術の更なる浸透を図り、日本一の
サポーターの後押しを背に、覇権奪回を目
指し、熱い戦いを繰り広げている。

アーセナルFC

ロンドンをホームタウンとするプレミアリー
グの名門クラブ。早いテンポとテクニカルで
美しいサッカーを展開し、
世界のサッカーファ
ンを魅了する。監督のベンゲル氏は1995年
から2年間、名古屋グランパスエイトを率い
た。チームの来日は1968年以来、45年ぶり。

ホームタウン（市民・県民）優先販売

5月1日㈬ 12時〜12日㈰

�いたま市内又は埼玉県内在住の方向けに、一般販売に先駆け、チケットの優先販売を行います。※自動抽せんに
よる優先販売です。先着順ではありませんので、予めご了承ください。
申込み方法 申込み専用ホームページ
（ｈhttp://pia.jp/v/scc13/）で、住所、氏名、電話番号、メールアドレ
スなどを登録
（パソコン、携帯電話共通）※第2希望まで申し込みできます。
抽せん結果 5月15日㈬の夕方以降に、登録したメールアドレスに連絡
優先販売に関する問合せ Eメールで、件名に「�いたまシティカップ2013問合せ」
と入力し、チケットぴあ ホー
ムタウン優先販売窓口
（ｆquestion@pia.co.jp）
へ。

チケット
料金

▶カテゴリー1
（メインロアー・バックロアー中央指定席）
＝8,000円
▶カテゴリー2
（バックロアーサイド指定席）
＝7,000円
▶カテゴリー3
（メインアッパー指定席）
＝5,000円
▶カテゴリー4
（バックアッパー指定席）
＝4,000円
▶カテゴリー5
（自由席）
…大人＝3,000円、小・中学生＝1,500円

チケット一般販売
６月中旬〜
※詳細は決まり次第、市ホー
ムページ等でお知らせします。

詳しくは、浦和レッズホームページ（ｈhttp://www.urawa-reds.co.jp/）
、
又はスポーツ振興課(ｌ829・1058、ｊ829・1969)へ。
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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

【平成25年3月17日就任】

25

アイドルグループ
「AKB48」のメンバー。
郷土愛が強く、デビュー以来、「埼玉県か
ら来ました こじはる こと、小嶋陽菜です」
のキャッチフレーズを使用している。

17

【就任コメント】
生まれ育った�いたま市の観光宣伝部長に
選ばれて嬉しいです。全国に、�いたま市
の魅力を伝えていきたいです。

48

菜々緒さん（モデル・女優）
【平成24年10月13日就任】

2009年に
「第7回ミス東京ガールズコレク
ショングランプリ」を受賞。現在は、雑誌
のレギュラーモデルを務めるほか、各種
ファッション誌、CM、バラエティ番組な
どで幅広く活躍中。

川島永嗣さん（プロサッカー選手）
【平成24年4月1日、�いたま市観光大使
から変更して就任】

市内の小・中学校、高等学校でのサッカー経験
を経て、大宮アルディージャでプロとしての
キャリアを開始。平成22年からベルギーに渡
り、リールセSKを経て、現在は同国の強豪ス
タンダール・リエージュに在籍。

詳しくは、観光政策課（ｌ
829・1365、ｊ829・19
66）
へ。

伊藤さおりさん（お笑いタレント）

土田晃之さん（お笑いタレント）

【平成22年5月28日就任】

【平成22年5月28日就任】

お笑いコンビ「北陽」のツッコ
ミ担当。趣味・特技共にパン
づくりで、家庭的なだれから
も親しまれる存在。伊藤ちゃ
んと呼ばれている。
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さいたま市では︑本市出身の著名人で︑主にマスメディアを通じて︑本市の魅力を全国に発信していただ

ける方に
﹁さいたま市観光宣伝部長﹂
をお願いしています︒
平成 年３月 日︑新たにＡＫＢ の小嶋陽菜さんにお願いし︑観光宣伝部長は５人になりました︒
新しく就任した小嶋さんをはじめ︑５人のさいたま市観光宣伝部長を紹介します︒

小嶋陽菜さん（アイドル・女優）

�いたま市観光宣伝部長が５人になりました

クローズアップ

サッカーに関する知識をはじ
め、アニメや家電など幅広い
分野に造詣が深い。市内の話
題を、独特の切り口でお茶の
間に披露している。

清掃場所／市内の道路や公園など

参加方法／自治会や事業所などを通じて団体ごとに参加

※詳しい清掃時間や場所は、地域の自治会にお問い合わ

せください。

路上喫煙は、他の歩行者との接触によ
るやけどや、吸い殻の不始末による火災
など、周りの方の迷惑になります。
また、空き缶等のポイ捨ても、まちの
美観を損ねるなどの問題があります。
絶対にやめましょう。

きれいなまちを目指しましょう。

路上喫煙、ごみのポイ捨ては
やめましょう

5月30日は
「ごみゼロの日」
です。

地域の清掃活動に参加し、ポイ捨てごみのない、
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昨年度
は、7
5,58
2人の 72団体、
9万
方々が
約8万
参加し
1,00
0
集しま
、
kg
した！ の ご み を
収

ごみゼロキャンペーン
市民清掃活動に参加しませんか？
5月26日㈰ 午前中

詳しくは、資源循環政策課(ｌ829・1337、ｊ829・1991)へ。

地域社会の大切さを
見直してみませんか

安心・安全に対する関心が高まっています︒

地域内で問題が生じた時や災害時には︑地域の人た

ちとの助け合いが大きな力を発揮します︒日頃から︑

入促進を行っています︒

例 ﹂に 基 づ き︑ 自 治 会 へ の 加

会の活性化の推進に関する条

治会等の振興を通じた地域社

本 市 で は︑
﹁�いたま市自

し出ください︒

いの地域の自治会役員にお申

地域社会において自治会が
重要な役割を担っていること
を理解し︑自治会の活動に参
加しましょう︒
自治会への加入は︑お住ま

自治会に加入しましょう

それぞれの地域で交流を深め︑共に行動することが大
切です︒

自治会は地域の支え

一定の地域に住む住民によ
り結成される自治会は︑地域
の課題解決に向け︑自主的に
防 犯 パ ト ロ ー ル や 防 災 訓 練︑

避難場所運営訓練︑ごみ集積
所の管理などに取り組んでい
ます︒
ま た︑ 運 動
会や夏祭りな
ど を 通 じ て︑

住民同士の交
流を深めるた
めの活動を行っています︒

詳しくは、各区コミュニティ課へ。
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5月19日㈰は、�いたま市長選挙
�いたま市議会議員補欠選挙（見沼区）
埼玉県議会議員補欠選挙（南第8区…桜区）

投票時間／7時〜20時

�いたま市選挙キャラクター

投票日にご都合の悪い方は、期日前投票をご利用ください。

詳しくは、10ページをご覧ください。

自転車で出掛けよう！
日㈷
3
!!
5月
始
開
コミュニティサイクルをご利用ください
利用
こっちで借りて、あっちで返す♪
コミュニティサイクルは、従来のレンタサイクルとは異な
り、複数箇所に設置された専用駐輪場
（サイクルポート）
であ
れば、いつでも、どのサイクルポートでも自転車を借りたり
返したりできる自転車共有システムです。
通勤・通学に、お買い物に。ぜひ、ご利用ください！
利用時間 24時間
（年中無休）※深夜閉鎖するポート

ミュニティサイクルのホームページでも登録できます。

が一部あります。

利用料金
区分

貸出・返却場所 大宮駅西口自転車駐車場（大宮区桜木
町）
など
利用方法

※順次拡大し、市内20か所程度を予定
利用には会員登録が必要です。会員登録を
ス

イ

カ

パ

ス

モ

した交通系ICカード（Suica・PASMO）を会員証とし

定期

2,500円／月

一時 時間貸し 最初の30分100円、以降1時間ごとに100円加算
利用 1日貸し 500円／日

て利用します。

※貸出・返却場所、利用方法などの詳細は、�いたま

登録方法

市コミュニティサイクルのホームページ
（ｈhttp://

交通系ICカードと携帯電話を持参し、各貸

出・返却場所で手続きできます。※事前に�いたま市コ

saitama-cycle.jp/）
でご覧になれます。

詳しくは、
�いたま市コミュニティサイクルコールセンター
（70120・29・6761）
、又は都市交通課（ｌ829・1053、ｊ
829・1979）
へ。※同コールセンターは24時間年中無休です。
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