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中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会

 平成25年度　与野公園清掃事業
日　時…5月11日㈯ 8時～（1時間程度）
 ※小雨決行・荒天中止
集合場所… 与野公園 与野本町公民館前入口(中央区本町西)

問合せ…中央区コミュニティ協議会事務局
　　　　（区コミュニティ課内） 840・6020  840・6161

日　時… 5月25日～6月15日の毎週土曜日（全4回）
 19時～21時
会　場… 与野体育館(中央区下落合)
対　象… 市内在住、在勤又は在学の中学生以上の方
定　員… 50人（応募者多数の場合は抽せん）
費　用… 1,000円（傷害保険料含む）
持ち物… 館内履き
申込み・問合せ
往復はがきで、教室名・住所・氏名
（ふりがな）・年齢・性別・電話番号を、
5月10日㈮（必着）までに、
〒338-0001
中央区上落合3-2-6 市スポーツ推進委員（立川）へ。
852・1563（10時～17時）

　4月に「平成25年度中央区長マニフェスト」を策定しました。区長マニフェストは区政運営に関する
考え方や、平成25年度に実施する主な取組や事業を区民の皆様にお知らせするため、わかりやすく
まとめたものです。今年度は、6つの取組・18事業を主要な取組事項として取り組んでいきます。
　また、区長マニフェストは毎年度、評価検証をすることとしております。無作為抽出による1,500
人の区民の皆様へのアンケート調査でいただいた貴重なご意見を基に、平成24年度区長マニフェス
ト評価書も作成しました。アンケート調査にご協力いただいた方々に感謝申し上げます。

配布場所 中央区役所・中央区内の公民館・図書館等
問 合 せ 区総務課　 840･6013

息子や警察官をかたる息子や警察官をかたる振り込め詐欺が多発！振り込め詐欺が多発！
～犯人がお金やカードを取りに来る～

あなたの家に、次のような電話がかかってきませんか?

○携帯電話の番号が変わった。
○風邪をひいた。ノドが痛い。病院に行く。
○電車の中に会社の小切手が入ったバッグを忘れた。
○あなたの口座情報が漏れている。
　キャッシュカードを預かります。
○代わりの者がお金を取りに行く。
もし、かかってきたら、
⇒⇒家族や警察に電話して確認する！家族や警察に電話して確認する！
　確認できるまで、お金やカードを渡さない！　確認できるまで、お金やカードを渡さない！

問合せ　浦和西警察署　 854・0110

中央区長マニフェスト中央区長マニフェストを策定しましたを策定しました

キャンドル・アート・ナイト
　今年も、ばらまつり前日
の夜に、与野公園にキャン
ドルを灯します。キャンドル
の明かりに照らされるバラ
をどうぞお楽しみください。

日　時 5月17日㈮ 
 19時～ ※雨天の場合は18日㈯に順延 
会　場 与野公園(中央区本町西)
問合せ バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会  加藤 
  ・ 833･8909
 区コミュニティ課 840･6020  840･6161 

平成25年度

※清掃用具は
　各自ご用意下さい。

  ファミリーバドミントン教室
●さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会中央区支部
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区民会議からのお知らせ

　「地域資源（区の花バラ）を活かしたまちづくり」をテーマに
2年間話し合います。
　当日先着10人まで傍聴できます。
関心がある方は是非一度足を
運んでみてください。
日　時 5月22日（水） 10時～
会　場 産業文化センター（中央区下落合）3階　301会議室
問合せ 区コミュニティ課　 840・6020　 840・6161

第1回中央区区民会議を開催します

　家庭児童相談室では児童に関する様々なご相談に
応じています。秘密は厳守しますのでお気軽にご利
用ください。なお、電話でも受け付けています。 
日　時 月～金曜日（祝日を除く） 9時～17時
場　所 区支援課内
問合せ 840･6063  840･6166

家庭児童相談のご案内家庭児童相談のご案内

中央区役所本館
耐震補強工事のお知らせ

　現在、中央区役所本館で耐震補強工事を実施して
おります。窓口業務は通常通り行っています。
ご来庁のお客様にご迷惑おかけいたします。
問合せ　区総務課　 840・6013　 840・6160

与野本町児童センター （中央区本町東） 855・5655　 855･5669
向原児童センター （中央区下落合） ･ 834・6083
大戸児童センター （中央区大戸） ･ 831・9536

会　場 与野本町児童センター・向原児童センター・大戸児童センター
対　象 区内在住の方（乳幼児は保護者同伴・大人ひとりでの参加も歓迎！）
定　員 与野本町…43組　向原・大戸…20組 （いずれも先着順)
申込み 5月7日㈫の9時から直接、各児童センターへ
※お持ちの方は、当日手袋やスコップなどをご持参ください。

児児童童セセンンターター  dede  花花づづくくりり
5月25日㈯  10時30分～11時30分（雨天決行)

ーみんなで育てよう 子どもと花・みどりー 中央区花づくり事業“中央区児童センター同時開催”

児童センターの敷地およびプランター
等に花の苗を植えます。

☛児童センターでは、園芸ボランティアを募集しています。
※さいたま市社会福祉事業団のホームページ（http://www.saicity-j.or.jp）もご覧下さい。

児童センターのお知らせ

参加者に参加者に
ミニバラミニバラ
プレゼントプレゼント

第59回 光の庭プロムナード・コンサート
希望と喜び～新緑の季節によせて～

日時… 5月18日（土）14時開演（14時40分終演予定）
会場… 彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）1階 情報プラザ
出演… 徳田佑子（オルガン）・小藤洋平(バリトン)
 ※賛助出演：椎葉祥太郎（トランペット）
曲目… ヘンデル：オンブラ・マイ・フ  
 岡野貞一：朧月夜、ふるさと　ほか
問合せ…彩の国さいたま芸術劇場  音楽担当
 　 858・5506　 858・5515

土曜の午後を素敵な音楽とともに気軽にお楽しみいただく
オープンスペースでのコンサート。
ポジティフオルガン（可搬式の小型のパイプオルガン）とバリトンの
アンサンブルを出演者のお話をまじえてお届けします。

こんにちはこんにちは
です

にちはにちは 区区はは です区区区区区区区長長

　風薫る季節となりました。
区民の皆さんはいかがお過ご
しでしょうか。
　この4月、中央区長に就任い
たしました丸山信弘です。区
制施行10周年という大きな節
目に、区民の皆さんと共に、まちづくりに取り組めることを光
栄に感じております。今月号の区報にも掲載しておりますが、
平成25年度区長マニフェストを策定しました。中央区の魅力を
さらに高めるため、各種事業に積極的に取り組みますので、よ
ろしくご支援、ご協力をお願いいたします。

●第6期区民会議がスタートします
　平成15年4月、さいたま市は政令指定都市となりました。同
時に、新しく生まれた各区には、それぞれの区の魅力あるまち
づくりを、区民の皆さんと協働で推進するために区民会議が設
置されました。
　おなじみのイベントとなった「バラのまち中央区アートフェス
タ」、また23年度から始まった「アートストリート」事業は、区民
会議の提案から生まれたものです。
　第6期の皆さんには、新たな視点から活動いただけることを
期待いたします。

　中央区の春の大イベント「ばらまつり」が、与野公園（本町西）
で、今月の18日・19日に開催されます。多くの方々のご来園を
お待ちしております。 中央区長　丸山 信弘

無　
　料

第6期が
始まります！
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