
詳しくは、経済政策課（詳しくは、経済政策課（ＴＴ829･1362、829･1362、ＦＦ829･1944）へ。829･1944）へ。

4月7日㈰まで、オープニング記念の期間限定イベントを開催！
東日本地域10市町のPRブースで、特産品の販売や地域情報の紹介などを行います。
参加自治体　 函館市、上山市、郡山市、那須塩原市、小山市、みなかみ町、魚沼市、南魚沼市、氷見市、上田市

●期間限定オープン！寄ってがんしょ！会津茶屋（会津若松市）
街道筋の茶屋をイメージした、会津ならではのちょっとしたお休み処

どころ

です。桜や新緑の写真展なども開催します。
期　日　4月8日㈪・9日㈫
●みなかみWEEK in 東日本連携センター（みなかみ町）
みなかみ町で作られた水切り塩ヨーグルトや月夜野クラフトビールの販売などを行います。
期　日　4月15日㈪～21日㈰
申込み　いずれも当日、直接、会場へ。
※各イベント内容や期日は変更する場合があります。

特産品やイベント、地域情報など東日本のいーものが大集合！
新しくできた「まるまるひがしにほん（東日本連携センター）」にぜひお越しください！

施設案内　1階… 食をテーマに、特産品の紹介ブースや、イベントを楽しめるほか、東日本の
美
お

味
い

しい日本酒を味わえます。
2階… 地域の産業をテーマに、ビジネスマッチングの場として活用できます。また、

商談会やセミナーなど、さまざまなイベントを開催します。
営業時間　10時～19時　　問合せ　Ｔ856・9111、Ｆ856・9108

施設情報など

オープニングウィーク

4月のイベント情報

まるまるひがしにほんや各イベントの詳細は、公式ホームページ（Ｈhttps://www.marumaru-higashinihon.jp/）へ。

そのほか、盆栽春まつりPRや味覚レベルアップ講座

などのイベントも開催予定です。

大
宮
駅

銀
座
通
り

東
口

タカ
シマヤ

大宮ラクーン

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。 クローズアップクローズアップ
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大宮盆栽村大宮盆栽村

おもてなしおもてなし
イベントイベント

大盆栽まつり

おおみや  盆栽春まつり
駅前で盆栽を楽しめるイベントです。平尾成志氏（成
勝園園主）の盆栽パフォーマンスや盆栽の展示、縁日、
和装体験などを行います。

市内最大の盆栽のイベントです。市民盆栽展や植竹小学
校の児童による盆栽展示、盆栽･山野草等の販売などを
行います。

埼玉県議会議員・さいたま市議会議員一般選挙が行われます

日　時 5月3日㈷～5日㈷　9時～17時 （5日は16時まで） 
※雨天決行

会　場 盆栽四季の道、盆栽四季の家、各盆栽園、大宮盆
栽美術館駐車場　※いずれも北区盆栽町とその周辺です。

問合せ 大盆栽まつり実行委員会 藤樹園　Ｔ663・3899
大宮区 地域商工室　Ｔ646･3093、Ｆ646･3151

日　時 ①5月3日㈷･4日㈷　11時～16時
②5月5日㈷　11時～15時
※盆栽パフォーマンス、縁日、和装体験は①のみです。

会　場 ①銀座通り　②一番街商店街
※いずれも大宮駅東口です。

問合せ 商業振興課　Ｔ829･1364、Ｆ829･1966

詳細は、選挙特設ホームページ（Ｈhttps://www.saitama-senkyo.com/）をご覧ください。

お気に入りの盆栽を見つけに行こう!
5月5月の連の連休に休にはは、盆栽盆栽にまにまつわつわるさるさまざまざまなまなイベイベントントを開を開催し催しますます

投票日時  4月7日㈰　7時～20時
■投票できる方
県議選 ： 次の①・②を満たし、③又は④に該当する方
市議選 ： 次の①～③の全てに該当する方

■期日前投票
投票方法…期日前投票所又は臨時期日前投票所で投票
投票期間…3月30日㈯～4月6日㈯
※一部の臨時期日前投票所は、4月4日㈭から開設します。

盆栽四季の家では、ステージイベントなどがあります。
なお、大宮駅から無料シャトルバスを運行します。
問合せ　観光国際課　Ｔ829・1365、Ｆ829・1966

大宮盆栽美術館の特別
イベントは、16ページ
で紹介しています。

① 日本国民である
② 平成13年4月8日までに出生した
③ 平成30年12月28日までに本市で住民登録され、
引き続き市内に住所を有する

④ 平成30年12月28日までに本市で住民登録され、
引き続き市内に3か月以上住所を有し、本市に住
所を有しなくなってから4か月を経過しない

※ 市内で転居し、3月12日までに転居の届け出をした方は、
新住所での投票となります。なお、投票する前に、県議選
は県外、市議選は市外に転出した場合は投票できません。

詳しくは、各区総務課、又は選挙課（Ｔ829・1773、Ｆ829・1994）へ。

※日数がかかりますので、早めに手続きしてください。

■不在者投票
投票方法 投票できる方

都道府県の選挙管理委員会が指
定する病院や施設内で投票

投票日に、各指定施設に入院・
入所中の方

自宅などから郵便等で投票
身体障害者手帳又は戦傷病者手
帳を持ち、一定の要件を満たす
方、又は要介護5に該当する方

滞在している市区町村の選挙管
理委員会で投票

投票日に他の市区町村に滞在し
ている方

投票日以外での投票

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/
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をつなぐ

　3月1日より、地域住民の皆さんが長年待ち望んで
いたJCHOさいたま北部医療センターが開院しまし
た。本市では、救命救急センターの新設を含む市立
病院の新築と併せて、さいたま北部医療センターの
移転存続に取り組んできました。
　この病院は、旧大宮市高鼻町で昭和22年に健康
保険大宮病院として開設されました。それ以来、子
どもの夜間急患への対応など、地域にとって重要
な病院となりました。一時は施設の老朽化と国の社
会保険庁の改革などにより、存続の危機がありま
した。しかし、地元の住民をはじめ、多くの皆さん

のご尽力によって存続
が決定し、現在の病院
用地と市有地を交換し
て、北区役所の北側に
移転し、新たな病院が
建設されました。当病院には引き続き、夜間小児救
急医療だけでなく、北部の地域医療の要として大き
な役割を担っていただくことを期待しています。本
市としても引き続き当病院としっかり連携して、地
域医療の充実と市民の皆さんの安心安全を確保し
てまいります。 さいたま市長

JCHOさいたま北部医療センターが移転して新病院が開院

7
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3歳未満の子どもとその保護者が、イベントや子育てなどの情報
収集、相談などで利用できる施設で、転入後間もない親子を対
象としたイベントを開催しています。ぜひご参加ください。

対　　象　本市に転入後1年以内の、3歳
未満の子どもとその保護者　

募集案内　各区支援課、各支所、各子育て
支援センターなどで配布中
※さいたま子育てWEB(Ｈhttp://
www.saitama-kosodate.jp/)で
ダウンロードもできます。

申込期限　▶①･②…4月26日㈮
　　　　　▶③～⑧…5月10日㈮

※見沼区では毎月「子育てはじめましてサロン」を、浦和区では年4回「子育て応
援サロン」を開催しています。

詳しくは、子育て支援政策課（Ｔ829･1271、Ｆ829･1960）へ。

№ 日時 会場・問合せ 定員

① ５/15㈬
10:00～11:30

子育て支援センターみどり（緑区東浦和）
Ｔ874・7388、Ｆ874・6501

各15組
② ５/16㈭
10:00～11:30

子育て支援センターいわつき（岩槻駅東口・
WATSU西館4階） Ｔ・Ｆ790・0020

③ ５/23㈭
10:00～11:30

子育て支援センターさくら（桜区栄和）
Ｔ859・3031、Ｆ829・7838

④

５/24㈮
10:00～11:30

子育て支援センターにし（西区三橋）
Ｔ625・1300、Ｆ625・1301

⑤ 子育て支援センターきた（北区宮原町）
Ｔ・Ｆ662・0022

各20組
⑥ 子育て支援センターおおみや（大宮区桜木町）

Ｔ649・3030、Ｆ729・6961

⑦ 子育て支援センターみなみ（武蔵浦和駅西口・
サウスピア） Ｔ844・7223、Ｆ844・7224

⑧ ５/31㈮
10:30～11:30

子育て支援センターよの（中央区下落合）
Ｔ・Ｆ840・1788

さ

いた
ま市に転入した

親子のふれあいや
友だち作りの場として
利用できます！
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