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北区の花「菜の花」が見頃を迎えます

3月の高齢者向けすこやか運動教室

　生活自立・仕事相談センター北では、経済的に困っている方を対象とした就職活動など
の支援を行っています（生活保護受給世帯の方を除く）。
　相談支援員による面接のうえ、お申し込みいただき、プランを作成して支援を行います。

　北区の花である菜の花が間もなく見頃を迎えます。
　北区役所では、より多くの皆さんに親しみを感じていただけるよう、プラザノース
正面玄関前に満開となった菜の花のプランターを飾っています。区役所職員が手塩に
かけて育ててきた菜の花は、3月下旬から見頃となりますので、ご来庁の際はお立ち
寄りください。
　また、区内では、市民の森・見沼グリーンセンター南側の
見晴公園周辺で、桜との花の競演が見られます。区内の身
近な「菜の花スポット」の情報がありましたら、コミュニティ
課へお知らせください。

◯就職活動における求人の紹介、面接指導や履歴書作成の助言
◯生活再建のための家計収支改善や債務整理への助言
◯ 離職などにより住居を失う恐れのある方に、就職活動を行う機会を提供するた
め原則３か月分の家賃相当額を支給（上限額や支給要件あり）

以下のような支援を行っています

問合せ 北区コミュニティ課　Ｔ669・6020　Ｆ669・6161

日　時 3月27日㈯・28日㈰ 8時30分～17時15分
※保育施設や保育サービスの利用に関する相談は、28日㈰ 9時～15時です。
開設窓口 区民課、支援課、保険年金課
※ 開設窓口の一部業務を取り扱います。手続きにより、必要な
書類があるもの、取り扱いできないもの、当日完了しないも
のがありますので、事前にお問い合わせください。

当日は、市税の窓口も以下の業務を取り扱います

問合せ さいたまコールセンター(8時～21時)　Ｔ835・3156　Ｆ827・8656

区役所の休日窓口をご利用ください
(支所・市民の窓口を除く)

○市税の証明書の交付
○原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車の届出
○市税の納付

★の日は、地域で自主的に行っています。
▲の日は、大砂土地区社会福祉協議会主催のいきいき運動教室です。

※いずれも雨天の場合は中止です。

時　間 10時30分～12時　　費　用　無料
持ち物 動きやすい服装（マスク着用）、タオル、飲み物
申込み 当日、直接、会場へ（参加前に自宅で検温をお願いします）。
問合せ 北区高齢介護課　Ｔ669・6068　Ｆ669・6167

音楽や運動器具などを使いながら簡単な運動を行います。

期　日 会　場
★5日㈮・19日㈮ 領家中央公園
★1日㈪・15日㈪ 稲荷第2公園
▲8日㈪・▲15日㈪・22日㈪ 本郷第6公園

生活自立・仕事相談センター北 をご利用ください

※マイナンバーカード交付専用の臨時休日窓口を開設します。
　詳しくは、「市報さいたま」全市版14ページをご覧ください。

開設期日 月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）
開設時間 ９時～17時（12時～13時を除く）
問 合 せ 北区福祉課内 生活自立・仕事相談センター北　Ｔ669・6056　Ｆ669・6167
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■3月のホームゲーム日程
※会場はすべてNACK5スタジアム大宮

　2021シーズンは、「地域とともに戦う」というコンセプトの下、
フィールドプレーヤーの選手がメインで着用するユニフォームに、
本市の伝統産業である「盆栽」をモチーフにしたデザインが採用され
ています。盆栽の中でも代表的な「松」は、風雪に耐え、酷暑でも常
緑を保つ大自然を凝縮した存在です。また、盆栽が大宮に根付いた
起点は関東大震災に遡ります。未曽有の国難を乗り越え、地域とと
もにたくましく戦う姿勢が表現されています。

開催日 キックオフ 対戦チーム
第2節 3/6㈯ 14:00 ヴァンフォーレ甲府
第3節 3/13㈯ 14:00 京都サンガF.C.
第5節 3/27㈯ 14:00 Ｖ・ファーレン長崎

　区民の皆さん、日を追うごとに陽射しが暖かさを増し、正に春が訪れつつ

あることを実感できる季節となりましたが、いかがお過ごしですか。

　３月と言えば、卒業式のシーズンです。この春にご卒業される区民の皆さ

ん、おめでとうございます。ともに過ごした先生や友人たちとの別れは、つ

らいものがあります。以前流行した歌の歌詞に、「さよならは別れの言葉じゃ

なくて　再び逢
あ

うまでの遠い約束」というフレーズがありました。何気なく

口ずさんでいましたが、今思うと「例えつらい別れでも、このように考えれ

ばつらくなくなる」という前向きな歌詞だと気が付きました。

　「やまない雨はない」というように、どんな困難でもいつかは終わります。

このコロナ禍の状況もきっとそうです。何事も前向きに考えていきましょう！

　この１年を振り返りますと、昨年４月に北区長に就任して以来、コロナ禍の影響でほとんどのイベントが中止となり、区民

の皆さんとお会いすることができませんでした。この「こんにちは区長です」を読んでいただくことで、少しでも北区と私のこ

とを知っていただけたら幸いです。

　私なりに、地元北区をもっと良くして行こうと全力を尽くしてまいりました。区民の皆さん、ご協力ありがとうございまし

た。

　それでは、うららかな春の日を心待ちにして穏やかにお過ごしください。 北区長　永井　正

北区推奨ジョギングコースをご活用ください

問合せ 北区コミュニティ課　Ｔ669･6020　Ｆ669･6161

 東宮原ぼうさい広場コース 　１周　270m
　北区では、一人ひとりが手軽に楽しく健康づくりに取り組むことで、だ
れもが健幸で元気に暮らせるまちづくりを進めています。
　その取組の一つとして、区内に4つの北
区推奨ジョギングコースを設置しています。
今回紹介する東宮原ぼうさい広場コースは、
路面に50mごとの距離表示が設置されてい
ます。健康維持や気分転換にジョギングし
てみませんか。
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2021シーズンは、1stユニフォームデザインに
「盆栽」が採用されています

北区は大宮アルディージャを
応援しています

今まで体験したことのない1年でした

新型コロナウイルスの影響により、事業について中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。
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