開催日時

１１月１日（土）
１０時〜１５時
（※雨天時も開催 一部のイベントは中止・変更もあります）

主なイベント

ソニック
会場

（大宮ソニックシティ・鐘塚公園）

イベント広場●区内小中学生による吹奏楽演奏、
とん汁・お餅の無料配布
鐘塚公園●ミニ新幹線、だがしや楽校（子どもの仕事
体験）、飲食物販
第一展示場●「鉄道のまち」絵画作品展、市民活動団
体パネル展示

シーノ大宮 （シーノ大宮センタープラザ）
大宮区小中学校図工美術絵画展
会場
（１０月３１日金曜日から開催）

至高崎・宇都宮
大栄橋

至川越
国道

武蔵野銀行
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です

大宮駅会場
DOM丸井

ソニック会場
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アルシェ

鐘塚
公園

西口
イベント
広場

至所沢
大宮そごう
至東京・上野・新宿

〜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〜

スポーツの秋、
食欲の秋、
読書の秋と……何をするにもよい季
節となってまいりました。
■きちんと分けたら生き返るゴミ
運動会や行楽のシーズンです。楽しんだ後には山積みとなって
いるゴミが…。ゴミは、
きちんと分けてできる限り減らす一方で、
限
りある資源を大切に使い、
リサイクルできるものはもう一度資源と
して利用する、
そんな気持ちで区民一人ひとりがきれいなまちづく
りを心がけたいものです。来月１日（土）には区民ふれあいフェア
も開催されますので、
皆様のご来場、
ご協力をお願いいたします。
■体力づくりは、歩くことから！ −歩くと見えてきます−
大宮区区民会議委員の皆様と「まち歩き」をしました。
大宮区区民会議は、
第三期の委員を迎え、
いろいろな視点から、
大
宮区の魅力あるまちづくりをすすめるため活動しています。
５月の雨が降るある日、
氷川神社から大宮第二公園にかけて歩
くこと４時間。氷川神社から大宮第二公園には、
大宮の魅力発見
をテーマに区民の皆様から選定された「大宮二十景」のうち六景
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事務局（区コミュニティ課内）3６４６・３０２０ 6６４６・３161
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主催 大宮区民ふれあいフェア実行委員会・大宮区
問合せ
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西

デザイン協力：代々木アニメーション学院
マンガ・コミック科1年生 田山

埼玉りそな銀行

号線

大宮駅
会場

（大宮駅コンコース
西口イベント広場）

が点在し、
区民に親しまれている地域です。
ゆっくり歩いてみると、
その中には知られざ
る史跡や施設、
今まで目にしなかった花や
木々など気づかなかった資源を新たに発
見し、
伝えたい魅力がいっぱいでした。
また、
８月には暑い日差しの中でしたが、
大宮駅（東口）周辺の駐
輪事情の現状把握のため、
委員の皆様と歩きました。大宮区のま
ちづくりをすすめるには、
放置自転車問題
と駐輪場対策は、
重要な課題と認識を新
たにしたところです。今後も大宮区のま
ちづくりについて、
区民の皆様のご意見
ご提案をいただきながら、
そして、
実際に
歩いて確かめ感じながら、
すすめていきた
いと考えています。気持ちよい季節に体
力づくりも兼ねながら、
区内を歩いてみま
せんか。
大宮区長 斉藤 正一

区民レポーターがつくる

再発見ツアー

大宮区

〜西縁用水から合併記念見沼公園を歩く〜
大宮郷土史研究会の方を講師
に、
さいたま新都心駅を出発し、
代
用水西縁や合併記念見沼公園周
辺を巡ります。
日時■１１月２３日（祝）
９時〜１１時３０分
集合■さいたま新都心駅改札前
昨年の再発見ツアーから
8時50分集合
※小雨決行
定員・費用■３０人（先着順）
・無料
コース■高沼用水付近⇒北袋天満宮⇒庚申塔⇒景元寺⇒子易観
音⇒北袋河岸跡⇒みぬま見聞館⇒合併記念見沼公園（約4.5km）
申込み■11月12日（水）
までに電話で区コミュニティ課へ。
区コミュニティ課 3６４６・３０２０ 6６４６・３161

大宮区共催

新しい「大宮」発見！まちづくりフォーラム

関東の古代と更 級日 記
― 歴 史と文 学 のあいだ―
たか すえ

むすめ

「更級日記」
の作者菅原孝標の女生誕１千年を記念し
て、大宮と深いつながりのあるこの作品を多方面から面白く
楽しく取り上げます。
「更級日記」
の魅力に迫るひと時です。
日時●１１月１６日
（日）
１２時４５分〜１６時３０分（開場１２時）
会場●市民会館おおみや 小ホール
記念講演
内
容

浅見和彦氏(成蹊大学文学部教授)
「古代関東と更級日記」
講演① 和田律子氏(流通経済大学教授)
「更級日記という物語」
講演② 宮瀧交二氏(大東文化大学文学部専任講師)
「竹芝寺の所在地について」
講談 神田山吹氏「ハードボイルドな竹芝寺恋ものがたり」

定員●２５０人（先着順）
参加費●１，
０００円
申込み●往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号を記入の上、
〒330−0803 大宮区高鼻町1−418−3横内方「更級日記」係まで。
主催・問合せ●関東の歴史と文化を考える会 横内3090・4138・8033

今 月 の ブ ッ ク ス タ ート
―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

会

※時間はいずれも受付時間

高 齢 者 うん どう 教 室 を 開 催 します
会

大宮区の登録総人口は現在107,997人、
そのうち65歳
以上の方は21,061人、
総人口の約19.5％となっています。
そこで、高齢者と呼称される方たちが活発に活動されてい
る地域を取材することにしました。
「皆さん豊富な知識をお
持ちです。しかし、
悪徳商法、
バスの乗り方、
健康維持に関す
る事など、
変化する状勢に対応できるよう講習会を計画して
います。」と、
桜木町4丁目老人クラブ『永寿会』会長・伊藤武
司さん。社会見学、
交通安全の講習会、
ウォーキング(乗り物
も利用する)、
公園の除草、
町内ゴミゼロ運動、
お手玉や独楽
回しを小学1年生に教える
『昔あそび』など、一年間の企画
が総会で決まります。この日は祭りの山車に飾る紙の花を
240個作るため、
自治会館に36名の方が集まりました。
「自
分の作った花を見たら手を振るのよ。」役員さんの言葉に、
会館に笑いが湧き上がりました。
「笑いは健康の源ですよ。」
と、伊藤さん。休憩時間には、
お茶とお菓子を楽しみながら
話に花が咲きます。お孫
さんやご親戚が集う祭り
に携わる、その使命感と
喜びを感じてもらうため
に立てた企 画だそうで
す。
また、
意見や希望を聞
くためにアンケートも取
っているそうです。
(文責

山田とも子)

区 民 のページ
●サークル会員募集
■yogaハッチ（ヨガサークル）
●10月1日（水）、14日（火）、28日（火）10時30分〜11時45分●
JACK大宮宇宙劇場 第3集会室●1回1,000円（初回500円）●
身体と心にやさしいヨガです。ご参加お待ちしております。11月から
は毎週木曜日同時刻の予定●森山3080•3386•2333

●区民のページ情報募集

場

10月7日（火）10時〜11時30分 大宮区保健センター
子育て支援センターおおみや
10月19日（日）10時〜11時30分 （大宮駅西口JACK大宮6階）
10月21日（火）14時〜15時30分 大宮区保健センター

日 時

使命感をもって生き生きと！

場

市報さいたま大宮区版では不定期ですが、区民の皆さんからの
『催
し物案内』
と
『サークル会員募集』
を掲載しています。営利目的や政
治・宗教に関するものは除きます。対象は市民で、活動が主に区内の
公共施設で行われるものに限ります。
●応募方法 はがき・ファクス・電子メールの方法で①会の名称・イ
ベントの名称②活動・開催日時③会場④費用⑤内容（20字程度で）
⑥連絡先（電話番号）を簡潔に記入し、掲載希望月の前々月10日ま
でに区コミュニティ課へお送りください。なお応募多数の場合は抽
せんとなり、掲載可能な場合のみご連絡いたします。紙面の都合で
希望月に掲載できないこともありますので、ご了承ください。

１０月２３日（木）１４時〜１５時３０分 山丸公園（雨天時：明美会館）
１０月２４日（金）１４時〜１５時３０分 大平公園（雨天時：三橋１丁目自治会館）
１０月２８日（火）１４時〜１５時３０分 寿能公園（雨天時：寿能会館）

〒330-8501大宮区大門町3-1 大宮区コミュニティ課「区民のページ」

内容 うんどう用具を使い、腰痛や肩こり・転倒等を予防します
申込み 当日直接会場へ。 問合せ 区高齢介護課 3６４６・３０６７

●問合せ 区コミュニティ課 3646•3020 6646•3161
omiyaku-community@city.saitama.lg.jp

O M I YA

2008.10

3

