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防災訓練
〜避 難 場 所 夜 間 訓 練 も 実

日時

に 参 加しよう！

施〜

８月３０日㈯
８時３０分〜１０時

大宮消防署訓練場

会場

（大宮区天沼町１−８９３）
災害はいつ起こるかわかりません。いざという時にあわてず行動するために

初期消火訓練

は、普段から災害に対する備えが必要です。区民一人ひとりが防災について考
え、体験する機会を持つことにより、防災意識の高揚と災害対応力の向上を図
り、区内の防災体制の強化を図ることを目的として、防災訓練を実施します。
また、今年度から、災害発生時における各家庭や地域からの避難や避難場
所の運営に関する防災力向上を目的として、避難場所夜間運営訓練（前日の
夜間に第二東中学校で実施）
を訓練種目の一つに加え、実施いたします。

さいたま市域を震源とする震度６強以上の
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こ んに ち は

資機材組み立て訓練

煙体験訓練などを行います。
また、避難場所
夜間運営訓練では救援物資受入れ及び配
布訓練、防災倉庫備蓄品取扱い訓練などを
行います。

詳しくは区総務課へ
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〜大宮駅周辺は「路上喫煙禁止区域」です。
きれいなまちづくりにご協力ください〜

■災害のために日頃から確認を！
！
大宮区では、
大規模災害に備え、
８月２９日から３０日にかけて防
災訓練を実施します。
このところ、
日本のみならず世界のさまざまな場所で、
大規模な
地震により大きな被害を受けています。さいたま市では、
地域防災
計画を作成し、
震災や風水害などに備え、
総合的に防災対策を行
っています。
大宮区では、
災害に強い地域づくりを目指して、
地域の自主防
災組織や自治会をはじめ、
消防団やライフライン機関など多くの
方々のご協力をいただきながら、
地域住民の防災意識を高め、
さ
らに地域の防災力を強化していきたいと考えています。
また、
今年
は避難場所夜間運営訓練を新たに訓練種目に加え、
実際の避難
場所への避難や、
避難場所での生活体験などの訓練プログラムを
用意しています。地域の皆様のご協力をお願いいたします。
いざというときに備えて、
日ごろから家族で話し合い、
〝我が家の
避難対策〟を確認しておきましょう。
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倒壊家屋からの救出訓練

■夏本番ー夏まつりー
夏休み、
真っ盛り。ご家族やお友達と海や山
へのレジャーに、
故郷に帰省したりなどと、
夏の
過ごし方を計画されていることと思いますが、
地元でも地域の行事が盛りだくさんあります。
今年も、
夏の一大イベント…大宮の夏まつりがやってきます。
（大
宮駅西口では、
8月1日にスパークカーニバルが、
大宮駅東口では
中山道まつりが8月1日、
2日に開催）そのほかお住まいの各自治会
でも、
夏祭りや夕涼み会など予定されていることでしょう。
「今日も
暑いですね！」などと言葉を交わしながら地元に愛着を感じ、
ご近
所の方々と交流することで地域のつながりが一段と深まっていく
のではないでしょうか。
夏の一日、
大宮の夏祭りで、
地域に親しんだり、
ご家族との時間
をぜひ楽しんでいただきたいと思います。
大宮区長

斉藤 正一

作品募集！

区民レポーターがつくる

２００８年は「国際カエル年」

カエルで自然のことを知ろう
最近カエルを見ましたか？グエッ、グエッという鳴き声やおたまじ
ゃくし、ピョーンとはねるカエルの姿をとんと見ませんね。そこで市
民参加のボランティアによる「２００８カエル大調査」を実施した、
さいたま市環境会議の秋元智子会長にお話を伺いました。
この調査はさいたま市環境会議が、
市
生涯学習総合センターと実施していま
す。市内のカエルの生息地を調査し、
そ
の分布を明らかにすると共に、市内の
環境の現状と変化を捉えることを目的
としています。
なぜ「カエル」なのかというと、
①環境の変化に敏感②個体が大き
い③種類が少ない④鳴き声が大きく判別しやすいからだそうです。
ファシリテータの須田真一氏を中心にボランティア調査員７０名が、
月１回市内８地区の定点観察（２〜３名ずつ）、全体研修会を３回
（座学と現地観察）行いました。区内では鴨川周辺農地帯、
関沼自然
保護区域近辺、氷川神社から大宮公園（第二・第三）、芝川、見沼合
併記念公園などを観察しました。データ解析は芝浦工業大学桑田
研究室にお願いしています。
今後結果をまとめ、発表・報告会を予定しています。これからも継
続的に生き物調査を行い、
温暖化や環境への影響を見守りたいと思
っています。夕方からの見沼自然公園付近での観察では、
カエルの
合唱がにぎやかに聞こえていました。
「なつかしいね。」
「こんな自然
をたくさん残したいね。」などの声があがりました。
さいたま市環境会議では今年も「さいたま打ち水大作戦２００８〜ええじゃ
ないか涼エコライフ〜」を、
８月２４日（日）浦和駅東口駅前市民広場で実施
します。みなさん、会場ではもちろん、ご自宅近辺での打ち水に是非参加し
ませんか！

区 民 のページ

（ ペンネーム
カエルと生きる地球人 （

絵画展
大宮区では区民ふれあいフェアの開催にあわせて、絵
画展を行っています。今年のテーマは「鉄道のまち」です。
ふるってご応募ください！
日時 11月1日
（土）10時〜15時

2008区民ふれあいフェア会場に展示。
入賞作品はその後に区役所などでも展示させていただきます。
テーマ「鉄道のまち」
（鉄道や駅のある身近な風景、未来予想図、

夢の鉄道、物語の中の鉄道など）
規格 ５５cm×５５cmの台紙に収まる大きさ

（作画は自由、イラストも可）
対象 区内在住、在学の幼児、小学校1年生〜中学校3年生
出品・費用 一人1点・無料
応募方法 区コミュニティ課、区内地区公民館に設置してある応募

要領をご確認の上、出展申込書とともに応募してください。
（応募
要領はホームページからダウンロードもできます）
問合せ 区コミュニティ課

3646・3020

大宮アルディージャホームゲーム情報
大宮アルディージャホームゲーム情報
♪ 行くぞわれらの 大宮アルディージャ！ ♪
大会／節

開催日時

リーグ
第２１節
リーグ
第２3節

８月16日㈯
18:00
８月28日㈭
19:00

こんにちは

競技場

対戦相手
ガンバ大阪

ＮＡＣＫ5
スタジアム大宮

ＮＡＣＫ5
横浜F・マリノス スタジアム大宮

ホームタウン担当です。

サークル会員募集

■山を楽しむ会
●毎月第４日曜日 14時〜15時30分●桜木公民館●入会金1,000
円、
月会費500円●週末に軽いハイキングを楽しんでいます。素晴ら
しい自然と友達との出会いがあります。●菅原3654・6447
■随筆（エッセー）の会「如月」
●毎月第1・３日曜日 13時〜16時●生涯学習総合センター（シーノ
大宮内）●月会費2,000円●心に残ることを、生きた証を、
ちょっとい
い話をご一緒に書いてみませんか？●田中3664・1251
ttanaka123@livedoor.com
■マチュピチュ会
●毎月第２・４水曜日 9時〜10時●桜木公民館●月会費 2,000円
●ゼロからスペイン語を学びます。●中村3874・5448（21時以降なら確実）

6646・3161

左から高須さん、
関口さん、
相澤さん、
望月さん
アルディージャに関するご要望がご
ざいましたらご連絡をお待ちしてお
ります。

いつもご声援いただ
きましてありがとうござ
います。私どもは、
「ア
ルディージャのある明
るい街づくり！」実現に
向けて、皆様との親交
を深め、
皆様とクラブを
結ぶことが役割です。
街で見かけた際は是非
お声掛けください。

3658・5511
（火〜金１０時〜１８時）

今 月 の ブ ッ ク ス タ ート

日曜納税窓
日曜
納 税 窓 口を開
口を開設します
設します
取り扱い業務は、市税と国民健康保険税の納付と納税相談です。
日 時 ８月３１日（日） ９時〜１５時
会場•問合せ 国民健康保険税は区役所1階 保険年金課3６４６・３０73
その他市税は区役所2階 収納課 3６４６・３０４２
日曜納税窓口は毎月最終日曜日に開設します。
（12月は第３週）

―絵本との出会い、大好きな人と分かち合いの時を―
参加方法
問合せ

4か月児健康診査の通知に同封の引換券を持参し、直接、会場へ。
区支援課（3646・3061）市子育て支援課（3829・1271）
日 時

８月５日（火）10時〜11時30分
８月10日（日）10時〜11時30分

会

場

大宮区保健センター
子育て支援センターおおみや
（大宮駅西口JACK大宮6階）

※時間はいずれも受付時間
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