受けて
みませんか

〜あなたの安全運転の健康度を診断します〜
シルバー・ドライバー・ドック
（高齢運転者のための再教
育制度）
を開設して、自動車運転の安全度を専門の教習指
導員が無料でチェックし、的確なアドバイスをします。
日

時●12月６日㈬ ９時〜12時

会

場●大宮自動車教習所

申込み・問合せ●11月６日㈪から、電話又はFAXで、住所、
氏名、電話番号を大宮東警察署交通課
Ｔ・Ｆ682・0110（代表）へ。

すこやか運動教室
おおむね65歳以上の方を対象とした運動教室です。
（お住まいの地域の教室にご参加ください。）
11月
時間
会場
１日㈬ 10：00〜12：00 片柳コミュニティセンター
10：30〜12：00 春野老人憩いの家
14：00〜15：30 青葉南公園

※

９日㈭ 10：00〜12：00 七里コミュニティセンター
10日㈮

13：00〜15：00 大砂土東公民館

17日㈮ 14：00〜15：30 東大宮中央公園 ※

主催
社協（片柳）
春野憩いの家
市
社協(七里)
社協(大砂土東)
社協(七里)
市

21日㈫ 10：30〜12：00 春野老人憩いの家

春野憩いの家

22日㈬ 14：00〜15：30 観音寺下公園 ※

市

27日㈪ 10：30〜11：30 片柳老人憩いの家
12月
時間
会場
１日㈮ 13：00〜15：00 大砂土東公民館

片柳憩いの家
主催
社協(大砂土東)

●社協主催の教室に、初めて参加する方は事前にお申込みください。
（留守番電話へ切り替わった場合はメッセージをお願いします。）
社協（大砂土東）Ｔ687･7935 社協
（片柳）Ｔ686・8601
社協（七里）Ｔ687・9997 ※雨天の場合はお問い合わせください。

問合せ●区高齢介護課3681･6068 6681･6160

介護セミナー

住み慣れた地域で、
いつまでも
元気で自分らしく

時●11月９日㈭ 14時〜16時15分（開場13時30分）

会
内

場●プラザノース２階 多目的ルーム(北区宮原町)
容●①成年後見制度と日常生活自立支援事業につい
て、②みんなで介護予防、③健康寿命を延ばそう
定 員●200人
（当日先着順） 入場無料
問合せ●
（公社）
埼玉県宅地建物取引業協会大宮支部
Ｔ643・5051 Ｆ641・8784
介護保険課 Ｔ829・1264 Ｆ829・1981

行政書士無料相談会

2

日 時●12月５日㈫ 10時〜11時30分
内 容●子育てに関する情報提供、保護者同士の交流
象●妊娠中の方、初めての赤ちゃんのいる方、転入さ
れた方、子育て支援センター及び児童センターを
利用したことのない未就園児と保護者
定 員●15組（先着順）
会場･申込み･問合せ●11月4日㈯９時から、電話で、子育
て支援センター みぬまへ。Ｔ・Ｆ747･4531
問合せ●区支援課Ｔ681・6061 Ｆ681・6166

介護者サロン
介護をしていた方やしている方、
これからする方を
対象とした、交流・情報交換・学習の場です。
11月

時間

名称

会場
敬寿園
８日㈬ 13：30〜15：30 ななさとサロン
七里ホーム
９日㈭ 10：00〜11：30 やすらぎサロン

10：00〜12：00 東大宮コミュニティセンター 社協(大砂土東)

16日㈭ 13：00〜15：00 七里公民館

日

区と子育て支援センター、児童セン
ターが手をつなぎ、見沼区の はじめま
して を応援しています！

対

対 象●普通免許をお持ちの65歳以上の方
定 員●30人（先着順）

８日㈬

見沼区子育てはじめましてサロン

シルバー・ドライバー・ドック

日

時●11月11日㈯

会

場●そごう大宮店 (大宮区桜木町1-6-2) ３階連絡通路

10時〜16時

15日㈬ 13：30〜15：30

春岡公民館
研修室

申込先
東部包括
北部包括

介護者サロン
敬寿園（片柳）南部包括
｢かたらいの場｣

16日㈭ 14：00〜15：30 介護者のつどい

ディーフェスタ
西部包括
東大宮

27日㈪ 13：30〜15：00 けあけあ交流講座

敬寿園
七里ホーム

28日㈫ 13：00〜15：00

ケアラーズ
カフェすみれ

東部包括

みんなの家・
西部包括
大和田

●参加する方は各包括支援センターへ事前にお申込みください。
（北部包括）さいたまやすらぎの里Ｔ680･3289
（東部包括）敬寿園七里ホームＴ681･6614
（西部包括）大和田Ｔ685･8791
（南部包括）敬寿園Ｔ681･5151

問合せ●区高齢介護課3681･6068 6681･6160

高齢者生活支援コーディネーターを
高齢者生活支援コーディネーターを
知ってますか
高齢者の皆さんが地域でいつまでも元気で自分らしく
生活できるよう、高齢者生活支援コーディネーターが地
域包括支援センターに配置され、活動しています。
こんなときは、各圏域の包括支援センター（上記）にお
問い合わせください。
近所に運動できるところはないかな？
最近、閉じこもりがち。お茶飲み友達がほしい。
ご近所同士の支えあい、私にできることはあるかな？
家族を介護した経験を活かしたい。介護している人を応援したい。

内 容●相続・遺言、その他法的書類作成などの相談
申込み●当日、直接、会場へ
主催・問合せ●埼玉県行政書士会大宮支部広報部
Ｔ682･3305 Ｆ682･3306

こんにちは

区長

木の葉も色づき、秋の深まりを感じる季節となりまし
た。
天気の良い日には、
ぜひ
「見沼区ウォーキングマップ」
を手に、区内を散策してみてください。
●見沼区ふれあいフェア
今年も堀崎公園をメイン会場として「見沼区ふれあい
フェア」を開催します。区内で活動するさまざまな団体
が、ステージ発表や模擬店、子ども・スポーツコーナー
など、この日のために趣向を凝らした企画を用意して、
皆さんの来場をお待ちしています。
●スポーツの秋
区内の小学生を対象にJリーグ「大宮アルディージャ」

U-12コ ー チ
が指導を行う
「見沼区少年
少女サッカー
教室」を23日
㈷に開催しま
す。毎年たく
見沼区のシンボル絵画コンクール表彰式にて
さんのご応募
をいただいており、子ども達は楽しそうに一生懸命ボー
ルを追いかけています。
過ごしやすいこの季節、皆さんも是非スポーツをして
みてはいかがでしょうか。
見沼区長 臼倉 秀輝

第10回見沼区スポーツフェスティバル

ビーチボール大会

です

スポーツへの親しみを深め、子どもからシルバーまで
世代を超えたスポーツ交流の場となる楽しいイベントを
行います。どなたでも自由に参加できます。
日 時●11月23日㈷ 10時〜13時
会 場●堀崎中央公園
※雨天時は大宮武道館
内 容●パン食い競争、小学生50m走、
つなひきなど
持ち物●飲み物など ※雨天時は体育館ばき
対 象●区内在住・在勤の方
申込み●当日、直接、会場へ。
問合せ●見沼区スポーツ振興会（横田）Ｔ683･5643
区コミュニティ課 Ｔ681･6020 Ｆ681･6161

見沼区のシンボル

日 時●11月25日㈯ 9時〜16時
会 場●大宮武道館
対 象●市内在住・在勤又は在学で、小学生以上の方
募集チーム数●30チーム（4人で1チーム・応募多数の場
合は抽選）
費 用●1人300円
（保険料）
（消印有効）までに、往復はがきで、
申込み●11月15日㈬
大会名、チーム名、参加人数、代表者の氏名（ふ
りがな）・年齢又は学年・電話番号を記入の上、
〒337-0017 見沼区風渡野53-5 スポーツ推
進委員 船木へ。
問合せ●スポーツ推進委員 船木 Ｔ090･4527･2575
スポーツ振興課 Ｔ829･1731 Ｆ829・1996

絵画コンクールの受賞作品を紹介します

デザイン賞

区の花

クマガイソウ

区の蝶

アゲハチョウ

●全ての応募作品を区ホームペー
ジに掲載していますので、ぜひ
ご覧ください。

問合せ●区コミュニティ課
3681・6021
6681・6161

大砂土東小学校6年

山田 華澄

こんにちは大山

さん

春野中学校2年

木原 亜美

さん

春野小学校2年

津本 絢菜

啓輔＆高山 和真です

MF 15

おおやま

けいすけ

大山

啓輔

こんにちは、大宮アルディージャ
の大山啓輔です。いつもアルディー
ジャを応援していただきありがとう
ございます！ 2月から始まったリー
グ戦も、あと1か月で終了を迎えま
す。11月は今シーズンのホームゲー
ム最終戦がありますので、必ず勝利で締めくくり、来年につ
ながる戦いをしたいと思います。今シーズンは序盤から苦し

さん

春里中学校3年

勝本 小雪

さん

写真提供：大宮アルディージャ

い戦いが続きましたが、ファン・サポーターの皆さんには、
どんな時でも温かく声援を送り続けていただき、とても感謝
しています。恩返しができるように最後まで全力を尽くしま
すので、応援よろしくお願いします。

ホームゲーム日程 ※会場はNACK5スタジアム大宮
明治安田生命Ｊ１リーグ
節

開催日時

対戦相手

第33節 11月26日(日) 13:00キックオフ ヴァンフォーレ甲府

問合せ▶大宮アルディージャインフォメーションダイヤル 3622・7700（土・日・月・祝日を除く 10時〜18時） 6621・3055
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