
62019.10

クローズアップ

詳しくは、（一社）さいたまスポーツコミッション（Ｔ762・8349、Ｆ762･8474）へ。

タイムスケジュール　※時間や内容は変更となる場合があります。

一般体験走行
▶11時15分～11時45分
一般の方が実際のコースを走ります。※募集は終了しています。

オープニング走行
▶12時～12時45分
出場選手や大会ゲストが走ります。

スプリントレース
▶予選 12時50分～13時15分
▶決勝 14時15分～14時25分
複数の選手でコース1周の先着を競います。
※スタート位置が異なります。

タイムトライアルレース （チーム・個人）
▶13時30分～14時10分　
選手又はチームが1組ずつスタートして、コース1周のタイムを競
います。※スタート位置が異なります。

クリテリウムメインレース
▶14時55分～16時10分
コースを17周して優勝を争います。周回コースなので、目の前
を選手が何度も走ります。

10月27日日　※荒天中止

さいたま新都心駅周辺
さいたま赤十字病院さいたま赤十字病院

コクーンシティコクーンシティ

さいたま
スーパーアリーナ
さいたま
スーパーアリーナ

■テレビ放送（予定）
● J:COM＋JSPORTS
　10月27日㈰　14時30分～17時30分（生中継）
● テレビ東京系列（6局ネット）
　10月27日㈰　16時～17時15分

■最新情報はホームページをチェック！
出場選手や観覧場所、交通規制など
最新情報は、大会公式ホームページで
お知らせします。
Ｈhttp://saitama-criterium.jp/

◀2人乗りタンデム自転車

タイムトライアルレースに
は、パラサイクリングの選手
も出場します！

J:COM presents 2019

ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

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

　9月に、定年後や子育てが一段落した後の人生「セカ
ンドライフ」を支援する窓口として、「り・とらいふ」が
浦和駅東口のコムナーレ9階にオープンしました。
　人生100年時代と言われるように、昔に比べ、高齢
になっても健康で元気な生活を維持できるようになり
ました。ますます積極的に、生涯現役として社会参加
をしていただくことが、地域社会の活力となります。
　そのため、自分に合った「豊かで充実したセカンド
ライフ」を歩んでいただけるよう、「り・とらいふ」がサ
ポートしていきます。ここでは、これまでシルバーバ

ンクが提供してきたボ
ランティア情報に加え
て、就労や生涯学習に
関する情報などを集約
して提供し、より幅広
い社会参加を促進しま
す。また、進みたい道が明確でない方にも、相談を通
じて、充実したセカンドライフを歩む手伝いをしてま
いります。是非ご活用ください。

さいたま市長

セカンドライフ支援センター「り・とらいふ」がオープン

  
J:COM presents  2019 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムJ:COM presents  2019 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

大会前日イベント大会前日イベント
日　時 10月26日㈯　13時15分～16時30分（予定） 
会　場 さいたまスーパーアリーナ内ステージ

内　容 2020年のツール・ド・フランス本大会のコースの見どころ紹介、
さいたまクリテリウムの出場選手紹介、市内交流会

詳しくは、（一社）さいたまスポーツコミッション（Ｔ762・8349、Ｆ762･8474）へ。

日　時 10月26日㈯・27日㈰　10時～17時
会　場 さいたま新都心けやきひろば2階

内　容 市内のスイーツ、ご当地グルメ、推奨土産品等の 飲食物の販売など

詳しくは、ハローダイヤル（Ｔ050・5541・8600【8時～22時】）、又は（公社）さいたま観光国際協会（Ｔ647・8339、Ｆ647・0126）へ。

in さいたまクリテリウム

詳しくは、自転車まちづくり推進課（Ｔ829・1398、Ｆ829・1979）へ。

日　時 10月26日㈯　13時～17時
10月27日㈰　10時～17時
※イベントステージは27日のみです。

会　場 さいたま新都心公園周辺

イベントステージ ゲストトークショーなど

体験コーナー スポーツバイク等試乗会、
 子ども自転車レース
「キッズロア」など

自転車関連ブース  自転車パーツ・ウエアなど、 
関連商品の展示・販売

20192019 サイクルフェスタサイクルフェスタ

各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は10ページに記載しています。
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大門町２丁目
中地区市街地
再開発事業

旧大宮区役所

氷川緑道
西通線
［北区間一部］

会場

詳しくは、県浦和競馬組合（Ｔ881・1551）、又は経済政策課（Ｔ829・1363、Ｆ829・1944）へ。

ダート競馬の祭典であるJBC競走が、初めて浦和競馬場で開催されます。
最高格付けのJpnⅠ競走３レース（クラシック、スプリント、レディスクラシック）を含む11レースが行われ、ダー
トコースを駆け抜ける白熱したレースがより近くで観戦できます！

地方競馬最大のイベント
2019 JBC浦和開催！

詳しくは、アーバンデザインセンター大宮（Ｔ782・9679）、
又は大宮駅東口まちづくり事務所（Ｔ646・3290、Ｆ646・3292）へ。

日　時　11月４日㉁　9時開門（予定）
会　場　浦和競馬場（南区大谷場）
交　通　浦和駅、南浦和駅から徒歩15分

南浦和駅東口、大間木公園（緑区大間木）、
県庁から無料バスを運行
※当日は、浦和競馬場の駐車場は利用できません。なお、
大間木公園、県庁に駐車場があります。

街路と沿道を一体的に利活用して街路と沿道を一体的に利活用して賑賑
にぎにぎ

わいを創り出す取り組みです。わいを創り出す取り組みです。

日　時日　時　　1010月月1111日㈮～日㈮～2626日㈯　日㈯　11時～20時11時～20時
会　場会　場　氷川緑道西通線北区間（大宮駅東口）　氷川緑道西通線北区間（大宮駅東口）
内内　容　容　飲食・休憩スペース、ワークショップなど　飲食・休憩スペース、ワークショップなど
※イベントの詳細は、公式ホームページ（※イベントの詳細は、公式ホームページ（ＨＨhttp://www.udco.jp/）へ。http://www.udco.jp/）へ。

浦和駅東口駅前市民広場でレース当日イベント開催！

時間　9時～17時（予定）
内容　●大型ビジョンでのパブリックビューイング
　　　●VRジョッキー体験コーナーなど

公営競技の収益金は、公営競技の収益金は、
私たちの生活に私たちの生活に
役立てられています。役立てられています。

おおみやストリートテラス2019おおみやストリートテラス2019

交通などの詳細は、浦和競馬場ホームページ（Ｈhttp://www.urawa-keiba.jp/jbc2019/）でご覧になれます。

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/
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詳しくは、各区支援課へ。

保育施設保育施設の申込みが始まります
令和2年
4月からの

詳しくは、危機管理課（Ｔ829・1125、Ｆ829・1936、Ｅkiki-kanri@city.saitama.lg.jp）へ。

国民保護実動訓練を実施します

10月17日㈭～11月1日㈮  9時～17時
※10月19日㈯・20日㈰を除きます。

申込期間

10月1日㈫から、各区支援課、各保育施設、各支所・市民の窓口で配布利用申込書

※各支所・市民の窓口では申し込めません。
※10月26日㈯・27日㈰は、第1希望の保育施設を管轄する各区支援課のみで申し
込めます。

※市外の保育施設を希望する方は、お住まいの区の支援課に相談してください。
※利用の決定は、先着順や抽選ではありません。

各区支援課、又は第1希望の保育施設申込場所

就労・病気などの事情により、日中、子どもを家庭で保育できない方対　　象

子育て支援型幼稚園をご存じですか

保育を希望する方からの相談を受け、ニーズにあった施設や保育サー
ビスを案内します。
※各区専用ダイヤルもあります。電話番号は市ホームページでご覧になれます。

夏休みなど長時間の預かり保育を実施する幼稚園です。令和2年4月から利用できる認定園が25園に増えます。
詳しくは、幼児政策課（Ｔ829・1885、Ｆ829・2516)へ。　※認定園の情報などは、市ホームページでご覧になれます。

さいたま子育てWEB
保育施設や申込み方法など、詳しい情報は

Ｈhttp://www.saitama-kosodate.jp/

サッカーの国際試合が行われる中、化学剤を用いたテロが発生し、爆発物が発見されることを想定した
訓練を行います。

日　時　10月30日㈬　14時～
定　員　50人（先着順）
　　　　※結果は全員に連絡します。

申込み　10月11日㈮までに、電話、FAX又は
Eメールで、住所、氏名、電話番号、
行事名を、危機管理課へ。

当日、直接、会場へ。

内容
危機発生時の観客避難体験や化学剤検知、救助、除染、
爆発物処理などの見学ができます。
※観客避難体験を希望する方は、14時30分までに管理事務所前受付へ。

日時 10月30日㈬ 14時45分～16時40分
会場 埼玉スタジアム2002 （緑区美園）

※駐車場は、台数に限りがあります。

埼玉スタジアム2002
ツアーと観客避難体
験を行います

同
日
に

保育コンシェルジュをご利用ください

各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は10ページに記載しています。
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