子どもがつくるまち
『ミニ見沼区』

子どもスタッフ募 集 !

子どもがつくるまち「ミニ見沼区」は、「まち」の仕組みやルール、やりたい仕事やあそびを子どもたちが考え、一日だけ形
にする「子どものまち」です。
子どもスタッフは、
「ミニ見沼区」を開催するために、やってみたいことや作りたいものなどを、みんなで考え、話し合い、
準備をしていきます。企画・運営するスタッフとして「まち会議」に参加して、一緒にまちをつくりませんか！

★
『まち会議』
の日程
（予定）

★子どもがつくるまち『ミニ見沼区』

日 程●①９/１㈯、②９/９㈰、③９/24㉁、④９/29㈯、⑤10/７㈰、
⑥10/８㈷、⑦10/13㈯ 前日準備、⑧11/４㈰ 振り返り会
時 間●①〜⑦13:30〜16:30、⑧13:30〜15:30、

日 程●10月14日㈰

会 場●見沼区役所会議室等

協働開催●見沼区役所

『ミニ見沼区』子どもスタッフ
申込み条件

会 場●大宮武道館
主 催●NPO法人彩の子ネットワーク

●区内在住・在学の小学４〜６年生
●まち会議及び『ミニ見沼区』開催日（10/14㈰）に出席できること
●会場までの送迎は、各自で責任がもてること

申込み方法

７月31日㈫（必着）までに、往復はがきに必要事項（住所、児童氏名（ふりがな）、性別、電話、FAX、学校名、学年、保
護者の氏名と携帯電話番号、メールアドレス、好きなこと、やってみたいこと等）を記入し、下記までお送りください。
〒337-0053 見沼区大和田町1-1387-1 NPO法人彩の子ネットワーク ミニ見沼区担当
※申込み多数の場合は抽選。結果は申込者全員に返信はがきにてお知らせします。
※詳しくは、『ミニ見沼区』子どもスタッフ募集！チラシをご覧ください。

見沼区子育てはじめましてサロン
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！
日 時●７月27日㈮ 10時〜11時30分

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。
７月

時 間

会 場

主 催

４日㈬ 10：00〜12：00 片柳コミュニティセンター 社協(片柳)

内 容●子育てに関する情報提供、保護者同士の交流

９日㈪ 10：00〜12：00 五反田会館

社協(片柳)

対 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●10組（先着順）

17日㈫ 10：30〜12：00 春野老人憩いの家

春野老人憩いの家

会場･申込み･問合せ
●7月4日(水)9時から、電話で、まきば保育園
子育て支援センターへＴ682･0003 Ｆ682･0004
問合せ●区支援課Ｔ681･6061 Ｆ681･6166

●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。
（留守番電話に切り替わった場合はメッ
セージをお願いします。）
社協（片柳）Ｔ686・8601
問合せ●区高齢介護課3681･6068 6681･6160

親子で学ぶ自転車安全教室
〜もう一度自転車の交通ルール学びませんか？〜
お子さんが敷地外で自転車に乗ることに不安はありません
か？車が通らない安全な場所で練習をしましょう。
日 時●７月16日㈷

10時〜12時（９時45分集合）

※雨天の場合は７月23日㈪に延期

会 場●大宮自動車教習所（新右ェ門新田111）
対 象●自転車に乗れるお子さんと保護者
定 員●40組
（抽選）
申込み･問合せ●７月10日㈫までに、電話で、親子で学ぶ自
転車教室実行委員会事務局（大宮自動車教習所内）へ
Ｔ683･6580
［今後の開催予定］
9月下旬以降
所 管●区くらし応援室
Ｔ681·6026
Ｆ681·6162

2

●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。
７月

時 間

名 称
会 場
やすらぎサロン
６日㈮ 10:00〜11:30
春岡公民館
「語ろう会」

申込先
北部包括

11日㈬ 13:30〜15:30 ななさとサロン

敬寿園
七里ホーム

18日㈬ 13:30〜15:30 かたらいの場

ケアサポート
南部包括
サロンみぬま

19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

東部包括

東部包括

●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

こんにちは

区長

です

夏祭りや花火大会が楽しみな季節になりました。また、
夏本番に向けてレジャーの計画を立てている方も多いの
ではないでしょうか。暑い環境で過ごしていると熱中症
になるおそれがありますので、体調には十分ご注意くだ
さい。
■
「いきいき百歳体操」で介護予防！
暑い季節にも涼しい室内でできる介護予防体操をご紹
介します。
「いきいき百歳体操」をご存知ですか？平成14年に高
知市が開発し、全国に広がっている体操で、見沼区でも
20を超えるグループが取り組んでいます。
足腰や肩の筋肉を鍛え、転びにくい体づくりを目指す
体操で、重さを変えられるおもりバンドを腕や足に巻い
て行います。週１回以上、３か月継続した結果、50代

〜90代 全 て の 年 代 で
バランス能力、脚の筋
力、移動能力の数値が
向上したというデータ
もあります。要介護認
定軽度者の原因疾患の
半数は、体を動かさな
スマイル体操会の皆さんと
いことによる心身機能
いきいき百歳体操
の低下によるものとい
われています。介護予防には「体を動かすこと」がとても
重要です。
「いきいき百歳体操」
は
「ますます元気教室」
で体験でき
ます。
「ますます元気教室」では、市内在住の65歳以上
の方を対象とし、介護予防や健康づくりについて学べま
す。ご興味のある方は区高齢介護課にお問い合わせくだ
さい。
見沼区長 臼倉 秀輝

消防団員募集！

見沼少年消防団入団資格拡大！

〜自分の地域は自分が守る〜

〜身につけよう、災害に役立つ大きな力を〜

消防団員とは、職業を持つ傍ら、地域の防災活動を行
う特別職の地方公務員です。地域の「安心・安全」を守る
ため、皆様のご参加をお願いします。

消防訓練の体験や身になる救急訓練、火災予防の広報
活動やはしご車の搭乗体験など様々な研修があります。
たくさんの子どもたちの入団をお待ちしています。

是非あなたも一緒に地域を守りませんか？

自分も周りも助けられる、そんな子どもを育てませんか？
［入団資格］

［入団資格］
市内在住、在勤又は在学の

市内在住又は在学の

18歳以上の方（男女不問）

小学４年生〜高校３年生

※特別職の地方公務員

(男女不問)
活動費用●無料

として手当支給有

問合せ●見沼消防署管理指導課 Ｔ687･0151 Ｆ687･0433

七里駅橋上駅舎・自由通路デザイン案のアンケートにご協力ください
七里駅橋上駅舎・自由通路の整備事業に伴い、アンケートを実施しますので、ご協力くだ
さい。
場 所●①七里駅 ②見沼区役所１階ロビー、七里支所、春岡支所
期 間●7月11日㈬〜25日㈬（②は開庁日のみ） ①営業時間内 ②8時30分〜17時15分
問合せ●区画整理支援課

Ｔ815・8726

Ｆ832・6667

現在の七里駅

大宮アルディージャ クラブ創立20周年記念シリーズ
ホームゲームへ 無 料でご 招 待します
開催日時

8月18日

対戦相手

アルビレックス新潟

開催場所

NACK５スタジアム大宮

19時 キックオフ

応募資格●区内在住・在勤・在学の方
応募人数●100組／200人
（抽選）
席
種●ホームバックＳＡ自由
申込期間●７月３日㈫〜20日㈮
（必着）
当落通知●試合開始日の約２週間前までに、大宮アルディージャ
よりはがきにて通知します。
区割チケット 区内在住・在勤・在学の方を対象としたお得な優
待チケットも販売します。

見沼区デー

☆７月のホームゲーム日程☆
※会場はすべてNACK５スタジアム大宮
明治安田生命Ｊ２リーグ
節

開催日時

対戦相手

第23節 ７月15日㈰ 19:00キックオフ

大分トリニータ

第25節 ７月25日㈬ 19:00キックオフ

松本山雅FC

第26節 ７月29日㈰ 19:00キックオフ

ロアッソ熊本

※応募方法や区割チケットの詳細は、クラブ公式サイト
（http://www.ardija.co.jp/）
をご確認ください。

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

MINUMA
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