
大宮東警察署少年剣道教室 生徒募集 優良運転者表彰の申請を受け付けます
　大宮東警察署では、少年剣道教室を開催します。興味
のある方は、お気軽にお問い合わせください。
日　時●毎週木曜日の18時～21時
　　　　(初心者の部は18時から、経験者の部は19時15分から)
場　所●大宮東警察署道場
内　容● 警察官と嘱託指導者が指導する剣道の練習のほ

か、非行防止等のキャンペーン活動、ボランティ
ア活動等

対　象●区内在住の小学1年生～中学3年生
定　員●10人程度
費　用● 年会費2,000円。別途、スポーツ保険に加入す

る費用がかかります。
問合せ●大宮東警察署生活安全課少年係
　　　　Ｔ・Ｆ682・0110

　大宮東交通安全協会及び大宮東警察署では、優良運転
者の表彰を行います。交通安全協会会員の皆さんからの
申請に基づいて審査し、受賞者を決定します。
対 象 者●無事故・無違反の大宮東交通安全協会会員
表彰区分●5・10・15・20・25・30・35・40年以上
申請期間●9月4日㈮まで
申請方法● 大宮東交通安全協会で配布している申請用紙

に記入し、運転免許証、交通安全協会会員証、
無事故・無違反証明書を添えて、直接、大宮
東交通安全協会へ。

※ 無事故・無違反証明書は、自動車安全運転センター埼玉県事務所に申請
してから、届くまでに1週間程度かかります。

問 合 せ●大宮東交通安全協会 Ｔ687・4061 Ｆ687・4062
　　　　　(月～金曜日(祝休日を除く)9時～17時)

料　金

問合せ●区くらし応援室 Ｔ681・6027 Ｆ681・6162

● 事故を防止するために、必ず犬を押さえられる方がお連れください。

● 当日雨天の場合は、各会場開始時間の１時間前に実施の有無を決定
しますので、くらし応援室へお問い合わせください。（実施決定後で
も天候の悪化などにより中止する場合があります。）

● 期間中に受けられなかった場合は、最寄りの動物病院で受けてくだ
さい。その際の狂犬病予防注射料金は、上記の料金と異なりますの
で、直接、動物病院へお問い合わせください。

注　意　事　項

4月 時　間 会　場 所在地

3㈮ 10:00～11:00 片柳小学校 東新井 244-1

8㈬

10:00～11:00 山邑神社 山 172

12:30～13:30 七里総合公園 膝子 3000

14:30～15:30 入ノ山公園 春岡 2-19

10㈮

10:00～11:00 春岡１丁目公園 春岡 1-24

12:30～13:30 風渡野天神社 風渡野 204

14:30～15:30 染谷ふれあい公園 ※ 染谷 3-88

11㈯ 13:30～15:00 見沼区役所駐車場 堀崎町 12-36

16㈭

10:00～11:00 正法院 南中野 451

12:30～13:30 大谷会館 大谷 1472

14:30～15:30 東大宮中央公園 東大宮 5-42

18㈯ 13:30～15:00 見沼区役所駐車場 堀崎町 12-36

21㈫

10:00～11:00 東北原公園 東大宮 2-42

12:30～13:30 新田公園 深作 236-9

14:30～15:30 中川自治会館 中川 696-2

狂犬病予防注射を実施します

新　規▶6,500円
内　訳
登録手数料 …………………3,000円
予防注射料金 ………………2,950円
注射済票交付手数料 …………550円

登録済▶3,500円
内　訳
予防注射料金 ………………2,950円
注射済票交付手数料 …………550円

※染谷ふれあい公園については、令和3年度から廃止する予定です。

春の全国交通安全運動
　4月6日㈪～15日㈬は、春の全国交通安全運動期間です。交
通ルールを守り、事故にあわないように注意しましょう。
　また、次のとおり交通安全運動出発式を開催します。警察音
楽隊による演奏や、白バイ・パトカーの車両展示を行いますの
で是非お越しください。
日　時●4月4日㈯　11時～12時
会　場●ハレノテラス駐車場
問合せ●大宮東警察署交通課 Ｔ・Ｆ682・0110

● 子供を始めとする歩行者の安全の確保
● 高齢運転者等の安全運転の励行
● 自転車の安全利用の推進

全国重点
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こんにちは大山 啓輔＆菊地 俊介です

問合せ▶大宮アルディージャインフォメーションナビダイヤル 30570・003839（土・日・月・祝日を除く 10時～18時） 6621・3055

■生年月日　1995年5月7日(24歳)
■出　　身　見沼区(七里小～七里中)

■生年月日　1991年10月4日(28歳)
■出　　身　見沼区(春岡小～春里中)

　今シーズンも見沼区アピール選手を務めることになり
ました。J1昇格という目標に向け、持てる力を全て注ぎ、
菊地選手と二人で見沼区を盛り上げていけるよう、頑張り
ます！

　中学生の時にお世話になった地元のクラブに戻ってくる
ことができ、とても嬉しいです。地元出身の選手として
J1昇格に貢献し、大山選手とともに見沼区を盛り上げて
いきたいと思います。ご声援よろしくお願いします！

★伝統の背番号「15」を受け継ぐジュニア1期生 ★湘南ベルマーレより新加入。Jr.ユース3期生
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写真提供：大宮アルディージャ

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
節 開催日時 対戦相手
第8節 4月 4日㈯ 14:00キックオフ 京都サンガF.C.
第10節 4月18日㈯ 14:00キックオフ FC琉球

節 開催日時 対戦相手
第11節 4月25日㈯ 14:00キックオフ 松本山雅FC
第13節 5月 2日㈯ 14:00キックオフ アルビレックス新潟

大山啓輔選手
プロフィール

菊地俊介選手
プロフィール

運動教室

4月 時間 会場 主催

1日㈬ 10:00～11:30 片柳コミュニティセンター 片柳地区社協

21日㈫
10:30～12:00 春野老人憩いの家 春野老人憩いの家

13:30～15:00 東大宮7丁目自治会館 大砂土東地区社協

　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
問合せ●区高齢介護課 Ｔ681・6068 Ｆ681・6160

見沼区子育てはじめましてサロン

子育て支援センターみぬまをご利用ください

　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！

　3歳未満のお子さんと保護者の方を対象とした遊びと交流の場です。子育て情報の提供や子育て相談なども行っていま
す。また、「パパサンデー」として第1～4日曜日を開室し、父親向けの講座・イベントを開催しています。
開　室●月～土、第1～4日曜日　9時～16時（第2・4木曜日を除く）
場　所●大和田町1-1387-1
問合せ●子育て支援センターみぬま　Ｔ・Ｆ747・4531
　　　　子育て支援政策課 Ｔ829・1271 Ｆ829・1960

日　時●4月28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、転入された方及び子育て支援センターや
　　　　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●4月4日㈯ 9時から、電話で、春野児童センターへ Ｔ・Ｆ686・6690
所　管●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。

問合せ・申込み●事前に、電話で、各包括支援センターへ
　(東部包括)敬寿園七里ホーム Ｔ681・6614
　(北部包括)さいたまやすらぎの里 Ｔ680・3289
　(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

4月 時間 名称 会場 申込先

8日㈬ 13:30～15:30 ななさとサロン 敬寿園
七里ホーム 東部包括

10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

15日㈬
13:30～15:00 介 護 者 の

つ ど い
見沼区役所
B3会議室 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

僕たちが、2020シーズン 見沼区アピール選手です！

掲載記事については、新型コロナウイルスの影響により、中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページや各問合せ先へご確認ください。
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