107,378人
男性 53,330人
女性 54,048人
46,878世帯
12.75H

4月号

※平成19年3月1日現在

区役所代表 3 657・0111 6 646・3160
平成19年度

大宮区

まちづくり推進事業予算 をお知らせします

１ 区民満足度アップ経費
区民満足度アップ経

２ まちづくり基本経費

区民要望に即時に対応するための予算

区民参加のまちづくりを進めるための予算

街路灯・カーブミラーの新設・修繕や道路・下水道の緊急
修繕などを行います。

区民会議の運営、
市民活動団体（コミュニティ会議な
ど）の支援を行います。

３ まちづくり事業経費

具体的には、
次のような事業を計画しています。

大宮区の特性や資源を生かした魅力あるまちづくりを進めるための予算
①2007大宮区民ふれあいフェアの開催
11月3日（土）ソ
ニックシティ・鐘塚
公園をメイン会場
に開催予定です。
②安全なまちづくり推進事業
自治会などで組織される自主防犯団体と
連携し、
防犯に関する啓発活動を行います。

大宮区の

③ふるさとづくり事業
「大宮二十
景」紹介冊子
の作成や鉄道
博物館開館
記念イベント、
大宮アルディ
大宮アルディージャ
ージャによる
サッカー教室などを開催します。

④その他

美しいま
ちづくりの
ための美
化活動や
「大宮区ガ
イドマッ
プ 」の 発
行、
「区民まちづくりフォーラム」の
開催や音楽のある楽しいまちづくり
を目指して「街なかコンサート」など
を行います。

魅力あるまちづくりに助成します！ 4月9日（月）〜5月15日（火）
申請期間

補助申請をお待ちしています

申請内容を審査し、事業費の一部を予算の範囲内で補助します。
補助を受けるには、
「コミュニティ会議」の登録が必要です。

１ 対象事業
19年度中に大宮区内で行われる区民誰でもが参加できる事業で、
①区や地域の歴史・文化資源を活用したまちづくり活動や催し物
②区民の交流や地域コミュニティの活性化につながる事業
③まちの美化や住みよいまちづくりのための事業など
※営利目的や会員同士の趣味・親睦のための活動は除きます。

２ 申請方法
①まちづくりを行う団体（コミュニティ会議）
としての登録が必要です。
②補助申請用紙（公民館等に設置）
に記入し、5月15日
（火）
までに区コ
ミュニティ課へ提出してください。
※補助の条件、コミュニティ会議の登録方法等詳細については、区コミ
ュニティ課までお気軽にお問い合わせください。
※コミュニティ会議に登録すると、区役所内の「区民活動室」を利用
できます。また、区の広報紙等で活動を紹介します。

私たちコミュニティ会議です
！
私たちコミュニティ会議です！
！
！
現在、大宮区に登録している団体をご紹介します。
会食ボランティア

花みずき

会食ボランティアを随時募集しています
中部地区社会福祉協議会の事
業として、地域にお住まいの70才
以上の一人暮らしの方々を対象に
毎月第2土曜日（8月を除く）
に、大
宮東中学校の教室をお借りして「会食のつどい」を開催していま
す。
なお当日は、民生委員の方々に受付をお手伝いいただき、大宮
東FJCスポーツ少年団の6年生、大宮東中学校の生徒もボランテ
ィアとして参加しています。
地域の方々とのふれあいを大切に、毎回活気あふれる楽しい交
流会を開催しています
連絡先 大原（3 641•2761）
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大宮アルディージャ情報
大宮アルディージャでは、大宮区民の皆様を対象に
ホームゲームの招待を行います。
４月28日（土）16時キックオフ
ヴァンフォーレ甲府
さいたま市浦和駒場スタジアム
大宮区在住の方
ペア５００組・１，
０００人（先着順）
カテゴリー3・一般
往復はがきに住所・氏名・電話番号を記入し、
４月
１４日（土）
までに（必着）下記あて先までお送りく
ださい。
〒３３０−０８０３
大宮区高鼻町１−２０−１大宮中央ビルディング
大宮アルディージャ
「4/28甲府戦 大宮区民感謝デー」係
※応募された方には、順次返信用はがきで結果
をお知らせします。当日は必ずはがきをご持参く
ださい。
問 合 せ 大宮アルディージャ・インフォーメーションダイアル
3０１２０・０３８５０６
（火〜金１０時〜１８時）

日
時
対戦相手
場 所
応募資格
募集人数
座席種別
応募方法

ホームゲーム情報
ホームゲーム情報
大会/節

開幕ダッシュだ！ いけいけ♪大宮！♪

開催日時

対戦相手

競技場

横浜F・マリノス
浦和駒場スタジアム
ナビスコ 第4節 ４月11日(水)
１９
：
００
４月14日(土)
名古屋グランパスエイト 浦和駒場スタジアム
リーグ第6節
１３
：
００
４月28日(土)
ヴァンフォーレ甲府 浦和駒場スタジアム
リーグ第8節
１６
：
００

狂犬病予防注射を実施します
狂犬病予防注射を実施します
平成１９年度大宮区内の狂犬病予防集合注射は次のとおりです。

実施時間

日 曜日 時間

13時３０分〜15時
料

４/４ 水

金

新規の場合・
・
・６，
３００円

５ 木

会場

所在地

午後 大宮南中学校 天沼町２−３６２
午後 大宮東小学校 堀の内町３−１４５
午後 三橋４丁目自治会館

三橋４−２５８

午後 大宮東中学校 堀の内町１−９９

（新規登録手数料３，
０００円、
注射料金２，
７５０円、注射済 １０ 火 午後 八幡自治会館（大成１） 大成町１−２０５
票交付手数料５５０円）
天沼町１−３９０
午後 天沼神社
１１ 水

登録済の場合・
・３，
３００円

午後 上小町氷川神社

上小町１１１０

（平成７年度以降）

１６ 月 午後 八雲自治会館（大成３） 大成町３−２４２
(注射料金２，
７５０円、
注射済票交付手数料５５０円） １７ 火 午後 桜木公園
桜木町４−１７４

問合せ

１８ 水 午後

大平公園

三橋１−５５

２０ 金 午後

並木公園

三橋２−２５０

大宮区役所
生活課 3６４６・３０２７ ２１ 土

午後 大宮区役所駐車場

大門町３−１

注意事項
●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。
●当日が雨天の場合は、午前会場は９時現在で、午後会場は１２時現在で実施
の有無を決定します。生活課へお問い合わせください（実施決定後でも天候
の悪化などの事情により中止とさせて頂く場合があります）。
●都合により期間内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、上記の料金とは異なりますの
で、直接、動物病院へお問い合わせください。
●大宮区以外の会場については、各区の生活課までお問い合わせください。
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こぐまの「ヨリー」が仲間入り！
〜大宮公園小動物園〜

昨年１０月、寄居町の神社境内で木から下りられなくなり
捕獲されたニホンツキノワグマの子熊が、大宮公園に引き渡
されて一般公開されています。名前は寄居町にちなみ「ヨリ
ー」と名づけられました。愛らしい姿で早くも動物園の人気
者になっています。
ヨリーは昨年春から夏の間に生まれた１歳未満のメスで、
体長約７０ｃｍ・体重約１０ｋｇ（１月
末現在）と想像以上に小さく、毛が
モコモコとしてまるでぬいぐるみの
ような可愛いらしさ。えさはどんぐ
り・柿・りんご・ふかし芋・人工飼料
などで、野生の熊がえさを求めて探
し歩き続けるように、スタッフの方は檻に敷かれた枯葉の下
にもぐりこませるようにどんぐりを投げ入れ、ヨリーにも探
させています。熊は嗅覚がするどいそうです。
大宮公園内に小動物園が開設して４月５日で丸５４年にな
ります。動物園開設のきっかけは、昭和２４年頃当時の県知
事が北海道に出張した際のことで、埼玉県の開拓団の村で
見たヒグマの子熊が、知事が帰郷後北海道よりニシンと共に
送られてきました。この子熊を公園で引き取ることになり小
さな檻を作ったのが始まりです。
動物園は現在４名のスタッフがいて動物の世話から園内
の掃除までこなしています。やはり動物の健康管理が一番大
変とのこと。ここ最近は来場者数も増えているようで、昨年
１１月からは日曜日限定で試験的に動物のふれあいコーナ
ーも始め、いずれは触れ合える動物の数を増やし大々的に
宣伝していきたいとのことでした。 （ペンネーム：半熟たまご）

こんにちは

区長

です

「住んでみたい街」大宮
首 都 圏 の「 住 んでみたい街 ( 駅 ) 」ベスト1 0 位 に ｢ 大 宮
(駅)｣が選ばれました。マンション販売会社が首都圏住民を
対 象に行ったアンケートの 結 果です。ベスト3は「 吉 祥 寺 」
「自由が丘」
「横浜」。交通、文化、
みどり…どんな要素が反
映されたのか興味がもたれます。
いよいよ19年度のスタートです。喜ばしいことに、
今年度
は 大宮 の魅力アップに役立つ事業が多数あります。10月
オープンの｢鉄道博物館｣は鉄道ファンならずとも待ち焦が
れた施設です。
「合併記念見沼公園」の開園は11月。秋に
は大宮公園サッカー場にも再びオレンジ色の熱狂が戻って
きます。また、大宮駅東口の玄関口「駅前広場の整備」も始
まります。2カ年事業で歩行者の安全や駅前交通の円滑化
を進めるさいたま市の顔づくりです。やがて銀座通りの改修
事業へと引き継がれます。
都市の魅力づくりはハード・プラス・ソフト、中身も重要で
す。今後活用が期待される「大宮二十景」も、
まさにソフト面
の魅力づくりです。懸念材料は犯罪件数の多いこと、県下
市 区 町 村 の 中で大 宮 区はワースト1です。昨 年は「 防 犯 大
会」や｢安全リーダー養成講座｣の開催、
そしてパトロール強
化や環境浄化を自主防犯組織等と連携しながら取り組んで
きましたが、
残念なことに今一歩で汚名返上には到りません
でした。
「安心安全」は街づくりの基本、重点項目の一つで
もあります。 住みよい街づくり のために、今年度も力いっ
ぱい努めてまいりますので、
よろしくお願いいたします。

大宮区長

