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大宮区民限定

大宮区民ふ れ あいフェア

城下町岩槻歴史散策会
センター
プラザ

武蔵野
銀行

ています！

人まで）で、次の事項を人数分、申込み先へ。
①氏名（ふりがな）②生年月日 ③住所 ④電話番
号 ※1人1通限り有効

せん きょう

締切り▶10月15日㈬必着
※抽選結果は、10月28日㈫までに
代表者全員に連絡します。
申込み・問合せ

〒330−8501 大宮区大門町3−1
大宮区コミュニティ課
「城下町岩槻歴史散策会」係
3646・3020 6646・3161

「ぶらり大宮めぐり」

スタート 大宮駅➡
バス停「上木崎」下車
⬇約350m

① 景元寺

区の東側に広がる見沼田んぼは、
四季折々の田園風景や豊かな自然が
残る緑地空間です。

② 北袋河岸場跡

⬇約900m

歴史は江戸時代まで 遡 り、数々の
竜神伝説も残されています。歴史文
化と貴重な地域の自然を感じられる
ルートです。

⬇約200m

③ 高沼用水取水口
⬇約760m

④ 子易観世音
⬇約670m

⑤ 天沼神社
⬇約100m

⑥ 大日堂
⬇約650m

⑦ 防災センター
⬇約250m

⑧ 合併記念見沼公園
⬇約100m

にしべり

じゅ もく くる わ

樹木曲輪跡
⬇
大手門跡
⬇
大龍寺
⬇
岩槻駅

▲見沼代用水西縁

遷喬館

ゴール バス停「自治医大医療センター」乗車
➡大宮駅

・4つの散策ルートを掲載した散策マップは、各区の情報公開コーナーで配布
しています。
・各ルートを「大宮観光ボランティアガイド会」の案内のもと、散策すること
ができます。
詳しくは、ガイド会ホームページをご覧ください。
桜茶屋

区長

問合せ●区コミュニティ課 3646・3020 6646・3161

です

さわやかな季節になってきました。
10月25日（土）には、
「2014大宮区民ふれあいフェア」が大
宮ソニックシティ・鐘塚公園を中心に開催されます。地域の皆
さんが主体となって開催している区民参加型のイベントです
ので、ご近所お誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。
同日、さいたま新都心周辺では「2014ツール・ド・フランスさ
いたまクリテリウム」が開催されますが、ふれあいフェアでは
サテライト会場として、パブリックビューイングを行いますの
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詳細は、市報と同時配布の
チラシをご確認ください。

見沼田んぼ・代用水をめぐるルート

omiyaku-community@city.saitama.lg.jp

こん に ち は

JR大宮駅
会場

10時〜15時（シーノ会場は9時〜17時）

さかのぼ

遷喬館
⬇
時の鐘
⬇
諏訪神社
⬇
四季の懐石
桜茶屋［昼食］
⬇
城址公園
⬇
三の丸跡・

西口
イベント
スペース

そごう

※雨天の場合、一部中止または変更あり

応募方法▶はがき、ファクス又は電子メール（1通3

岩槻駅
⬇

西口

鐘塚
公園

10月25日

参加費▶2,000円（昼食代、保険料など）
※当選通知後、10月31日㈮から11月14日㈮までの間に、
区コミュニティ課まで参加費を持参してください。

（約4km）

イベント
広場

アルシェ

問合せ▶区コミュニティ課内 大宮区民ふれあいフェア実行委員会事務局
3646・3020 6 646・3161

対象・定員▶大宮区内在住の方 40人（抽選）

散策コース

DOM・丸井

ソニック会場

第1
展示場

JR大宮駅

17

んのご来場をお待ちし

10時〜15時

岩槻駅前

号線

11月27日

催します。多くの皆さ

日 時

歴史と美食の小旅行 をテーマに、岩槻区で開
催している「城下町岩槻歴史散策会」。
このたび、岩槻区とのコラボレーション企画とし
て、ボランティア団体「語り部会」のガイドによる、大
宮区民限定の散策会を開催します。

ソニック
シティビル

シーノ会場

シティ周辺において開

国道

−老舗料亭の特製ランチ付き−

JACK大宮

大宮駅西口ソニック

で、ぜひ、ご覧ください。
また、昨 年度に続き、郷土
愛を育み行政への関心を高め
てもらうため、区内中学校の
生徒に「一日大宮区長」をお
8月22日㈮一日大宮区長体験事業にて
願いしていますが、今年度は
清水創太さん（大宮南中学校3年生）に体験していただきま
した。お疲れ様でした。
大宮区長 小島 鉄朗

社会を明るくする運動

ご存じですか？
埼玉県物産観光館「そぴあ」

標 語 入りポスター 展 示 会
さいたま大宮地区保護司会では、小中学校と連携し「あい

JR大宮駅西口のペデ
ストリアンデッキを進

さつ」などをテーマにしたポスターの展示会を行います。
時●10月20日㈪〜27日㈪（25日㈯を除く）

み、ソニックシティ2階

日

の入口を入ると埼玉県

8時30分〜17時（20日㈪のみ13時〜17時）
会 場●大宮区役所 南館1階入口
出展校●大宮東小、大宮南小、大宮北小、大宮北中、大成中
問合せ●区福祉課 3646・3053 6646・3165

物産観光館「そぴあ」が
あります。昨年リニュー
アルオープンし、定番
の草加せんべい、小江戸川越の芋菓子、味の狭山茶、地酒、
伝統工芸品のほか、埼玉県を代表するおみやげが常時950

高齢者うんどう教室

種類以上あり、ご当地サイダー
「大宮盆栽だー!!」も販売されて

うんどう遊具を使い、腰痛や肩こり、転倒などを予防する
運動です。タオル、帽子、飲み物を持参のうえ、動きやすい
服装で、直接、会場へお越しください。

います。なお、店舗は2階のほか
に地下1階にもあります。意外な
おみやげがあるかもしれません、

日 時

会

一度訪れてみてはいかがですか。
▲ご当地サイダー
「大宮盆栽だー!!」

所 在 地▶桜木町1−7−5 ソニックシティビル2階、地下1階
営業時間▶10時〜18時（地下1階店は17時まで）
定 休 日▶日曜日・祝日・年末年始
問 合 せ▶3647・4108 6647・4109

10/2･9･16･23･30㈭
10/3･10･17･24㈮

場

山丸公園（雨天時：下町明美会館）
※9、23、30日は雨天中止
14:00〜
大平公園（雨天時：三橋1丁目自治会館）
15:30 ※3、17日は雨天中止

10/14･21･28㈫

寿能公園（雨天時：寿能会館）

問合せ●区高齢介護課3646・3067 6657・1201

❶ 行政書士無料相談会

毎月最終日曜日

区役所の休日窓口をご利用ください（支所を除く）
日 時●10月26日
（日）8時30分〜17時15分
主な取扱い業務●

日

時▶10月18日㈯10時〜16時

会

場▶そごう大宮店

内

容▶相続・遺言、その他法的書類作成など

問合せ▶埼玉県行政書士会大宮支部広報部
3682・3305

住民異動届、戸籍の届出、国民健康保険や国民年金などの届出
住民票の写し、印鑑登録証明などの各種証明書の交付
市税、国民健康保険税の納付と納税相談
10月の納期:市民税・県民税 第3期、国民健康保険税 第4期
※区役所の一部業務を取り扱います。
※手続きにより、必要な書類があるもの、取り扱いできないもの、
当日完了しないものがありますので、事前にさいたまコールセ
ンター
（3835・3156、6827・8656）
へお問い合せください。

問合せ●開設に関すること 区総務課
3646・3012 6646・3160
取扱い業務に関すること 各担当課へ

大宮アルディージャ ホームゲーム情報
会場▶NACK5スタジアム大宮
大会/節
リーグ28節

キックオフ
10／18㈯17:00

対戦相手
FC東京

リーグ29節

10／22㈬19:00

横浜F・マリノス

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 6621・3055（土・日・月曜日・祝日を除く10時〜18時）

3階連絡通路

6682・3306

❷ 司法書士無料法律相談会・市民公開講座
日

時▶10月26日㈰
【相談会】10時〜13時
【講 座】13時30分〜16時

会

場▶【相談会】ソニックシティ ホール棟地下1階（大宮駅西口）
【講 座】ソニックシティ 小ホール

内

容▶【相談会】相続・遺言、成年後見人、不動産・商業登記手続き
【講 座】クイズ、落語、寸劇などで、相続の問題を解説

定

員▶【講

座】496人（抽選）

応募方法▶【講 座】10月10日㈮（ 必 着）までに、はがき又は
ファクスで、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、参加希
望人数を、申込み先へ。
※各区情報公開コーナーに配架してある申込用紙でも応募できます。
※相談会は予約制ではありません。

申込み・問合せ▶〒330−0063 浦和区高砂3−16−58
埼玉司法書士会
3863・7861 6864・2921
❶・❷共通…問合せ▶市民総務課 3829・1214 6829・1969

O M I YA
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