
げんきであそぼう１・２・３ IN 大宮武道館見沼区子育てフェア

　子育て真っ最中の皆さん、ちょっと遊びに出かけませんか。
　簡単なふれあい遊びを中心に、たくさんのお友達と遊ぶプログラムです。
日　時●6月18日㈫　10時30分～11時30分
会場・申込み● 当日、直接、大宮武道館へ
内　容● リズム体操、手遊び、ふれあい遊びなど
　　　　※ 子育て相談コーナーは11時30分から開設します。
対　象●未就園児と保護者
持ち物● 上履き、靴を入れるビニール袋、飲み物など
問合せ● 片柳児童センター　Ｔ･Ｆ687･4525
　　　　春野児童センター　Ｔ･Ｆ686･6690
所　管●区支援課Ｔ681･6061　Ｆ681･6166

避難所運営訓練を実施します
　区内20か所の避難所において、各避難所に設置された
運営委員会による避難所運営訓練を一斉に実施します。
実施時間や訓練内容、参加方法などは各会場で異なります
ので、お住まいの自主防災組織又は自治会へお問い合わせ
ください。

日　時●6月29日㈯　17時～
会　場● 区内各避難所（学校体育館など）
問合せ● 区総務課　Ｔ681・6013　Ｆ681・6160

第27回 8020よい歯のコンクール

見沼区シンボル絵画展の作品を募集します！

見沼区子育てはじめましてサロン
　80歳で20本以上の歯がある方のコンクールを行います。

日　時●7月4日㈭
受付・審査：10時～11時
表 彰 式：11時～

会　場● 大宮歯科医師会1F　ホール（大宮区下町）
※自動車でのご来場はご遠慮ください。

対　象● 区内在住で、次の要件を満たす方
　　　　・平成31年４月１日現在80歳以上であること
　　　　・自分の歯が20本以上あり、健康であること
　　　　・過去に受賞していないこと
申込み● 6月20日㈭までに、電話又はFAXで、大宮歯科

医師会へ
問合せ●大宮歯科医師会　Ｔ644･8324　Ｆ648･0249

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

日　時●6月14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
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）
会場･申込み･問合せ●6月4日㈫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　

①区の花 クマガイソウ
②区の鳥 カワセミ
③区の蝶 アゲハチョウ
④区の木 サクラ

応募方法

応募条件●1人1作品
応募規格● 八つ切画用紙（270mm×381mm）
応募期限● 6月28日㈮
対 象 者●区内在住・在学の小学2・5年生
提 出 先●区内各小学校又は
　　　　　区コミュニティ課へ
問 合 せ● 区コミュニティ課
　　　　　Ｔ681･6021　Ｆ681･6161

募集テーマ（次の①～④の中から一つ選んでください）

区の花クマガイソウ

※対象事業です。
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運動教室 介護者サロン

６月 時間 会場 主催

5日㈬ 10:00～11:30 片柳コミュニティセンター 片柳地区社協

12日㈬ 14:00～15:30 青葉南公園※ 市

18日㈫ 13:30～15:00 東大宮7丁目自治会館 大砂土東地区社協

21日㈮ 14:00～15:30 東大宮中央公園※ 市

25日㈫ 10:30～12:00 春野老人憩いの家 春野老人憩いの家

26日㈬ 14:00～15:30 観音寺下公園※ 市

こんにちはんに 区ちははは区区区区長 です 少し足を止めていただき、
咲き誇るお花をご覧くださ
い。
【安全安心なまちづくり】
　昨年は大阪府北部地震や
西日本を中心とした豪雨災
害など、自然災害の多い一
年でした。
　区では災害が発生した場合に設置される避難所を円滑に運営
するため、今年も6月29日㈯に区内20か所の避難所で「避難所
運営訓練」を実施します。地域の減災・防災力の更なる向上を図
る良い機会ですので、ぜひご参加ください。
 見沼区長　吉沢　浩之

　間もなく梅雨を迎えますが、区民の皆さんはいかがお過ごし
でしょうか。この季節に美しく咲く紫

あ じ さ い

陽花には、「元気な女性」
「辛抱強い愛情」「一家団らん、家族の結びつき」など素敵な花
言葉があるそうです。小さな花が寄り集まって咲いている姿は、
梅雨にあって一服の清涼感を与えてくれます。
【花と緑のまちづくり】
　地域の連帯を深め、防犯にもつながるとされる「花と緑のま
ちづくり」活動を実施しています。この活動は、自治会や各種
団体の皆さんが中心となり、大和田駅や七里駅、東大宮駅周辺
や区役所前の花壇等に通年で水やり等をしていただく植栽活動
により、花壇等を美しく保っています。通勤や通学などの際は、

4月のオープンガーデンにて

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

明治安田生命Ｊ２リーグ試合日程

無料招待チケット対象試合

会場●NACK5スタジアム大宮

会場●NACK5スタジアム大宮

節 開催日時／対戦相手
第17節 6月  8日㈯　18:00キックオフ／VS京都

第18節 6月15日㈯　18:00キックオフ／VS岐阜

第20節 6月29日㈯　18:00キックオフ／VS金沢

節 開催日時 対戦相手
無料招待チケット

応募期間 招待数

第20節 6/29㈯ 18:00 ツエーゲン金沢 5/24㈮～6/ 9㈰ 200組400人

第22節 7/13㈯ 19:00 鹿児島ユナイテッドFC 5/24㈮～6/16㈰ 200組400人

第24節 7/27㈯ 19:00 レノファ山口FC 5/24㈮～6/30㈰ 200組400人

第26節 8/ 4㈰ 19:00 モンテディオ山形 5/24㈮～7/ 7㈰ 100組200人

第28節 8/18㈰ 19:00 ジェフユナイテッド市原・千葉 5/24㈮～7/28㈰ 100組200人

無料招待チケット
の申込みはこちら
から

オレンジサマーカーニバル～地元と盛り上げる夏の5試合～

　無理なく楽しくストレッチや筋力トレーニングを行う、
おおむね65歳以上の方を対象とした運動教室です。

　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。

●参加する方は各包括支援センターへ事前にお申し込みく
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　Ｔ681・6068　Ｆ681・6160

　日頃のご声援への感謝を込めて、見沼区在住・在勤・在学の方を対象に夏のホームゲーム
へのご招待と優待チケットを販売します。引換えの際は必ず身分証明書をご持参ください。

※詳しくは、大宮アルディージャクラブ公式サイトでご確認ください。

　優待チケットの販売開始は5月31日㈮です。
詳しくは、大宮アルディージャクラブ公式サイ
トでご確認ください。

●地区社協主催の教室に初めて参加する方は、事前にお申
し込みください。
(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。)

　片柳地区社協 Ｔ686・8601　大砂土東地区社協 Ｔ687・7935
　※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　Ｔ681・6068　Ｆ681・6160

６月 時間 名称 会場 申込先

2日㈰ 10:00～12:00 や すらぎ サロン「 学 ぼ う 会 」
アーバンみらい
ハートランド
東大宮

北部包括

12日㈬ 13:30～15:30 な な さとサロン 敬寿園
七里ホーム 東部包括

13日㈭ 13:30～15:00 介 護 者 の
つ ど い

見沼区役所
多目的室 西部包括

19日㈬ 13:30～15:30 か た ら い の 場 ケアサポート
サロンみぬま 南部包括

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


