
運動教室

11月 時間 会場 主催

6日㈬ 10:00～11:30 片柳コミュニティセンター 片柳地区社協

13日㈬ 14:00～15:30 青葉南公園 ※ 市

15日㈮ 14:00～15:30 東大宮中央公園 ※ 市

19日㈫
13:30～15:00 東大宮7丁目自治会館 大砂土東地区社協

10:30～12:00 春野老人憩いの家 春野老人憩いの家

21日㈭ 13:30～15:00 埼玉県障害者交流センター 片柳地区社協

27日㈬ 14:00～15:30 観音寺下公園 ※ 市

　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。

●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

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。

問合せ・申込み●事前に、電話で、各包括支援センターへ
(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

所　管●区高齢介護課 Ｔ681・6068 Ｆ681・6160

11月 時間 名称 会場 申込先

12日㈫ 10:00～11:30 やすらぎサロン「 学 ぼ う 会 」春岡公民館 北部包括

13日㈬ 13:30～15:30 な な さ と
サ ロ ン 敬寿園 七里ホーム 東部包括

20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

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

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、見沼区での“はじめまして”を応援しています！
日　時●①11月21日㈭　②12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
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● ①11月5日㈫9時から、電話で、見沼あかね保育園　子育て支援センターへ Ｔ688･1110 Ｆ812・7001

②11月5日㈫9時から、電話で、子育て支援センター　みぬまへ Ｔ747･4531 Ｆ747・4531
所　管●区支援課 Ｔ681･6061 Ｆ681･6166

見沼消防フェスティバル２０１９を開催します！
　消防車や消防で使用する道具を間近に見て・触れて・体験するイベントです。
日　時●12月1日㈰ 9時30分～12時
会　場●見沼消防署　※お車での来場はご遠慮ください。
内　容●はしご車搭乗や消防車放水体験、消防車記念撮影や消防資機材の展示など

※はしご車搭乗体験は、20組(2人1組、先着順)です。

※雨天時は、一部縮小になる場合があります。

問合せ●見沼消防署管理指導課 Ｔ681・0119 Ｆ681・0120

住民異動・戸籍・国民健康保険・国民年金等の届出や、
各種証明書の交付等、区役所の一部業務を取り扱います。

問合せ●さいたまコールセンター Ｔ835・3156 Ｆ827・8656

場 所 10区役所（支所・市民の窓口を除く）
日 時 11月24日㈰ ８時30分～17時15分

11 月は国民健康保険税の第 5期の納期です。
納期限までに納めてください。
納税は、便利な口座振替で！

日曜納税窓口も同時に開設します

区役所の休日窓口をご利用ください区役所の休日窓口をご利用ください
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こんにちはんに 区ちははは区区区区長 です ます。その中で最高齢の男性の
方、女性の方をそれぞれ訪問し、
ご長寿をお祝いしました。
　区内最高齢の方は、明治43
年生まれ109歳の森本キミヱ様
で、お祝いに花束をお渡しする
と、笑顔で応えていただきまし
た。
　ご高齢の皆さんが、これから
も元気に健康で過ごすことができるまちづくりに取り組んでま
いります。
 見沼区長　吉沢　浩之

　日に日に秋が深まり、街路樹の落葉が目立つ季節となりまし
た。天気の良い日には、「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います。ぜひご来場ください。
●9月に区内の最高齢者を訪問しました
　区内で100歳以上の方は、9月1日現在で60人いらっしゃい

区内最高齢者への慶祝訪問にて

こんにちは大山 啓輔です

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
※会場はNACK5スタジアム大宮

　見沼区の皆さん、こんにちは！ 2月か
ら始まったリーグ戦が、11月で終了を
迎えます。最後の最後まで厳しい戦いが
続きますが、目標に向け、皆さんの声援
を力に変えチーム一丸となって全力を尽
くします。
　スタジアムで、共に戦いましょう！

★伝統の背番号「15」を受け継ぐジュニア１期生MF15　大
おお

山
やま

 啓
けい

輔
すけ

写真提供：大宮アルディージャ

節 開催日時 対戦相手
第39節 11月 2日㈯ 14:00キックオフ 柏レイソル

第41節 11月16日㈯ 14:00キックオフ アルビレックス新潟

観戦チケット情報はこちら▶

税理士による公開税務相談会
日　時●①12月4日㈬　②令和2年1月9日㈭　③令和2年2月3日㈪　15時～17時
会　場●大同生命大宮ビル（大宮区吉敷町） 内　容●経理、税務、相続などに関する相談会
定　員●各日4組（予約制） 費　用●無料
申込み●電話で、(公社)大宮法人会事務局(Ｔ642・3121)へ 　問合せ●市民生活安全課 Ｔ829・1214 Ｆ829・1969

令和元年度 第1回 ふれあいＣａｆｅみぬま　参加者募集
　親子で遊んだあとは、食事タイム♪地元の食材で作った食事をみんなで食べましょう。
日　時●12月23日㈪　10時30分～11時30分 会　場●見沼区役所
対　象●区内在住で2、3歳の児童と保護者20組（応募多数の場合は抽選） 参加費●1組500円から
申込み●11月6日㈬から、ホームページなどで。詳細はホームページ（https://www.city.saitama.jp/
　　　　minuma/001/001/007/p065973.html）をご確認ください。
問合せ●区総務課 Ｔ681・6013 Ｆ681・6160

第12回見沼区スポーツフェスティバル ふらば～るバレー教室＆親善大会
　スポーツへの親しみを深め、子供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●大宮武道館
対　象●区内在住・在勤の方
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、体育館シューズ
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
所　管●スポーツ振興課 Ｔ829・1058 Ｆ829･1996

　楕円形のボールを使ったスポーツです。相手コートから
来たボールがワンバウンドした後に、3回以内のパスで相手
コートに返します。
日　時●11月16日㈯　9時～16時　　会　場●大宮体育館
対　象●区内在住、在勤又は在学で、中学生以上の5～8人

のチーム
定　員●30チーム（応募多数の場合は抽選）
費　用●1人300円（保険料）
申込み●11月8日㈮（消印有効）までに、〒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
所　管●スポーツ振興課 Ｔ829・1058 Ｆ829・1996


