緑区

かかしランド 2017

緑 区

登 録

か か し

緑区は、唱歌「案山子」の発祥地。緑区役所に、子どもたちや
緑区で活動している団体などが制作したかかしと絵画を展示し
ます。ぜひ、ご来場ください。
日 時

10月23日（月）〜11月2日（木）
ただし、10月28日（土）は除く。

8時30分〜17時15分
会 場

緑区役所1階

多目的室・区民ホール

内 容

かかし及び絵画の展示

主 催

緑区かかしランド実行委員会

問合せ

ら く ら く

手づくり楽楽ロビーコンサート
緑区内の公民館で活動している音楽サークルや、区内で
活動している音楽団体による、手づくりのコンサートです。
日時／10月4日㈬ 12時〜13時
会場／緑区役所1階 区民ホール
出演団体／サンフラワーズ、EGG
問合せ／大古里公民館 3810・4155 6810・4156

マイナンバー「通知カード」の保管期間は
平成29年12月28日㈭までです
平成28年3月末までに区民課に返戻された通知カード
は全て廃棄します。まだ受け取りが済んでいない方は、
早めの受け取りをお願いします。
問合せ／緑区区民課
3712・1144 6712・1271

こんにち
ちは
は

区長

です

さわやかな秋晴れの季節、木々の葉も日ごとに色づい
てまいりました。
緑区では、14日㈯に「緑区区民まつり」を農業者ト
レーニングセンター緑の広場で、28日㈯に「日光御成道
美園 大門宿まつり」を美園コミュニティセンターで開
催いたします。また、23日㈪から子どもたちの自由な発
想で作った「かかし」を展示する「緑区かかしランド
2017」を区役所で行います。気持ちのよい秋風を感じな
がら、ご家族、ご近所の皆様とイベント等に出かけてみ
緑区長 木村由美子
てはいかがでしょうか。

緑区かかしランド実行委員会事務局（緑区コミュニティ課）
Ｔ712・1131 Ｆ712・1272

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）

10月29日（日）8時30分〜17時15分

主な取扱業務 住民異動届、戸籍の届出、国民健康保険・国民
年金の届出、各種証明書の交付など

日曜納税窓口も同時に実施します。
10月は個人市県民税の第３期、国民健康保険税の第４期の納期です。
業務に関する問合せ
■さいたまコールセンター 3835・3156 6827・8656

家計のことは一人で悩まず、まず相談！
家計に関する課題（公共料金の滞納など）を抱えている
人はいませんか。家計相談員による相談会を実施します。
日時／10月10日㈫ 13時30分〜17時
※予約優先、最終受付16時30分
場所／緑区役所2階20番窓口
問合せ／生活自立・仕事相談センター 緑（緑区福祉課内）
3712・1162 6712・1270
美園歴史講演会
「鷹狩り・鷹場と美園地区」

日 時／10月28日㈯

14時〜15時30分

（開場13時30分）
会 場／美園コミュニティセンター 第１・２集会室
講 師／重田 正夫 氏（元埼玉県立文書館副館長）
定 員／50人
（先着順）
入場料／無料
申込み／10月3日㈫から
電 話、 フ ァ ク ス
またはＥメール
で、住所、氏名、
電話番号、「美園
歴史講演会」を下
記へ。

オオタカの剥製
（那須野が原博物館所蔵）

問合せ／緑区コミュニティ課
3712・1130 6712・1272
Ｅmidoriku-community@city.saitama.lg.jp
原山中学校3年生の安藤汐理さんが、一日緑区長を体験しました。
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第1回 子ども が つくるまち

✛࠾ࡒޟޠ

子どもスタッフ募集

「ミニ緑区」とは、子どもが主役の仮想のまちです。その中でやりたい仕事をしてお給料をもらい自由に使うことができるなど、楽しく
社会参画体験ができるイベントです。
子供スタッフとして「まち会議」に参加して、事前の準備・当日の運営に参加してみませんか？
日

時 まち会議▶ ①12／10（日）、②12／24（日）、

会
対

申込み 11月19日（日）
【必着】
までに往復はがきで、必要事項を記入のうえ下記へ
③1／7（日）、④1／21（日）、
【必要事項】
イベント名（ミニ緑区）、児童氏名（ふりがな）、学校・学
⑤2／4（日）、⑥2／18（日）の全6回
年、住所、電話番号、FAX、保護者名・緊急連絡先、まち会議全6回の
9時30分〜12時30分
うちどうしても欠席する日がある場合はその日程
開催準備▶ 平成30年2月24日（土）
〒331-0814 北区東大成町1-41-2 大宮薬業会館2F
開 催 日▶ 平成30年2月25日（日）10時から15時（予定）
場 尾間木児童センター・尾間木公民館
さいたま市社会福祉事業団事務局分室 児童課「ミニ緑区」係
問合せ 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団 事務局 児童課
（多目的ホール）
（緑区大間木）
象 区内在住・在学の小学4〜6年生
Ｔ788・2601 Ｆ788・2605
緑区支援課 Ｔ712・1171 Ｆ712・1276
30人程度（応募多数の場合は抽選）

第23回むつみ祭

第30回しらさぎ祭（学園祭）

日時／10月28日㈯
10時15分〜14時30分
会場／大崎むつみの里（緑区大崎）
内容／大崎みつみの里の施設紹介、
音楽ステージ、作品展示・販売、模擬店、フリー
マーケット、ゲーム・見学会など。
交通／JR浦和駅東口１番バス乗り場から「東川口駅」、「浦
和美園駅」行きで「浦和特別支援学校」下車、徒歩３分
問合せ／大崎むつみの里 3878・3721 6878・3720

日時／10月8日㈰ 10時〜16時30分
会場／浦和大学・浦和大学短期大学部（緑区大崎）
内容／各種模擬店、サークルによる学
生ステージ発表、「ホリ」と「たん
ぽぽ」によるお笑いライブ、短期大学部有志による「介
護って楽しい♪知って得する楽々介護」体験企画など
交通／JR東川口駅南口、埼玉高速鉄道浦和美園駅東口からス
クールバス有（無料）＊車での来学はご遠慮ください。
問合せ／学生・就職課 3878・3557

障害のある方に各種サービスを提供している事業所です。地域の
方、利用者の方のステージ発表や、いろいろな模擬店の出店があり
ます。地域の皆様のご来場をお待ちしています。

緑区にある地域に開かれた福祉・保育・幼児教育・小学校教員養成
の大学です。学生企画が盛りだくさんの学園祭です。皆さんのご来
場をお待ちしています。詳しくはHPをご覧ください。

ますます元気教室 参加者募集
介護予防効果の高い体操（おもりを使った「いきいき百歳体操」など）の体験や、お口の機能向上・賢い栄養の摂り方・認
知症予防について学ぶ教室です。
会

場

申込期間

大古里公民館 10/18㈬〜10/31㈫必着

１日目
11/14㈫
14:00〜16:00

２日目
11/20㈪
10:00〜12:00

３日目
11/28㈫
14:00〜16:00

４日目
12/4㈪
10:00〜12:00

５日目
12/12㈫
14:00〜16:00

６日目
12/18㈪
10:00〜12:00

※詳細は緑区高齢介護課窓口、公民館にある募集案内をご覧ください。

対象／市内在住の65歳以上の方
定員／20人
（抽選）
費用／無料
持ち物／筆記用具、タオル、飲み物、メガネ（必要な方）（動きやすい服装で）
申込み／申込期間内に参加申込書を持参もしくは郵送（〆切必着）で緑区高齢介護課に提出
問合せ／緑区高齢介護課 3712・1178 6712・1270 〒336-8587 緑区中尾975-1

10月の介護者サロン・すこやか運動教室
●ご家族などを介護している方対象に介護者サロンを開催しています。費用は無料です。
日

時

介護者サロン

10日㈫
10:00〜12:00

介護者サロン
みどり

12日㈭
10:00〜12:00

介護者の
つどい

22日㈰
10:00〜12:00

会

場

浦和しぶや苑
（中尾）

申込み・問合せ
電話で①へ

緑区役所１階多目的室 電話で①また
（中尾）
は②へ
リバティハウス
（松木）

電話で②へ

●介護予防のためにすこやか広場の遊具を使った運動教室を開催します。費用は無料です。
日 時
会 場
11日㈬ 10:30〜12:00 尚和園
（原山）

申込み・問合せ

※13日㈮ 14:00〜15:30 美園臨時グラウンド
（大門） 申込みは、当日
※19日㈭ 14:00〜15:30 東浦和中央公園
（東浦和）
直接会場へ
問合せは③へ
※25日㈬ 10:30〜12:00 松芝公園
（芝原）
25日㈬ 14:00〜15:30 三室シルバーワークプラザ（三室）
※雨天中止
持ち物／タオル、飲み物、帽子 （動きやすい服装で）

申込み・問合せ／①シニアサポートセンター 浦和しぶや苑 3876・1770 6876・1821
②シニアサポートセンター リバティハウス 3875・3111 6875・3112
③緑区高齢介護課
3712・1178 6712・1270
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