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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

第60回 光の庭プロムナード・コンサート　イタリア・スペイン～甘き思い出

日時… 6月29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…能登伊津子（オルガン）　古橋潤一（リコーダー）　曲目…エルナンド・デ・カベソン:変奏曲≪甘き思い出≫　他
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）とリコーダーとのアンサンブルで、出演者のお話をまじえてお届けします。

彩の国さいたま芸術劇場
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日  時… 6月30日㈰ 9時30分開会式
会  場… 与野体育館(中央区下落合)
対  象… 市内在住、在勤又は在学の方で構成されたチーム(選手3～5人）
 ※小･中学生のみのチームは必ず保護者が同伴してください。
定  員… 30チーム（先着順）
費  用…1チーム1,000円（傷害保険料含む）
※用具の貸出しがあります。
申込み・問合せ
はがきで、①チーム名②代表者の氏名･住所･電話
番号③参加者全員の氏名･年齢又は学年④ファミリ
－バドミントンの経験を記載し、6月15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）

｢気づいてますか？あなたの口臭」
－歯周病のサイン－
日  時… 7月14日㈰
 10時～12時
会  場… ブリランテ武蔵野（中央区新都心）
 2階 サファイア
講  師… 日本大学歯学部特任教授　伊藤 公一氏
申込み・問合せ
6月4日㈫から、電話、ファクス又はEメールで、
住所・氏名・電話番号を与野歯科医師会へ
855・3151（平日10時～16時）  857・2762
ydasaitama@proof.ocn.ne.jp

日  時… 6月27日㈭  10時～13時30分頃　　会  場…与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）
対象・定員…区内在住で、60歳以上の男性・25人（応募者多数の場合は抽せん）　　費  用…300円
申込み・問合せ
電話又はファクスで住所・氏名・年齢・電話番号を6月19日㈬までに、与野地区社会福祉協議会へ  ・ 859・5881

劇場総監督である蜷川幸雄氏をはじめ
当劇場｢シェイクスピアシリーズ｣主演俳優陣の
手形レリーフ

与野本町駅与野本町駅からから彩の国さいたま芸術劇場彩の国さいたま芸術劇場までのまでのアクセス路アクセス路

アートストリートアートストリートを散策してみませんか?を散策してみませんか?

  ファミリーバドミントン親善大会  与野歯科医師会市民フォーラム

  シルバーシェフクッキングスクール参加者募集 ～メニューはお楽しみ！！～

●さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会中央区支部●一般社団法人 与野歯科医師会

●与野地区社会福祉協議会

問合せ 区コミュニティ課
  840・6020

さいたま市中央区区制施行 10 周年記念事業

区の花バラと
彩の国さいたま芸術劇場を
描いたバナー

入場
無料
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　「風
かぜまち

待月
づき

」というのは、
6月の異名の一つですが、
これから入梅を控えた蒸
し暑い時季には、ささや
かな風にも喜びを感じま
す。区民の皆さんはいか
がお過ごしでしょうか。

●保健センターの耐震補強工事が始まります
　昨年の夏から実施をしてきた、中央区役所本館の耐震補強工
事がこの程終了いたしました。この間のご協力に感謝いたしま
す。
　今年度は、昭和52年に建設された中央区保健センターの耐
震補強工事を実施いたします。窓口業務や、休日急患診療およ
び歯科休日急患診療は従来通り行いますが、各種健康教室・育
児相談は会場が変更となります。区報等でご確認のうえご来場
ください。しばらくの間、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご
理解いただきますようお願いいたします。

　今月は環境月間、そして5日は環境の日です。
　市では、地球環境にやさしい生活のため、節電と省エネルギ
ーへの取組みを、市民の皆さんに呼びかけています。また、夏
のライフスタイルキャンペーンとして、区役所を始めとする公
共施設では、冷房を弱めに設定し、軽装での執務を実施してい
ます。区民の皆さんも、無理のない範囲で、省エネルギーへの
取組みを進めていただけたらと思います。
 中央区長　丸山 信弘

与野本町児童センター （中央区本町東）

※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）もご覧ください。

「パパと一緒にあそぼうよ！」
日時… 6月22日㈯ 11時～11時40分
内容… パパ・ママと楽しくふれあい

遊びなど 
対象… 1～3歳児とその保護者
問合せ… 与野本町児童センター
  855・5655
  855・5669

大戸児童センター （中央区大戸）

「元気にたいそう」

日時… 毎月㈪・㈬・㈮
 10時30分～11時 ※26日㈬を除く
内容… 体操、手遊び、読み聞かせ
対象… 未就学児とその保護者
問合せ…大戸児童センター
  ・ 831・9536

児童センター合同

日時… 6月25日㈫　 11時～11時40分
 ※雨天中止
会場… 与野公園（中央区本町西）
内容… 公園でダンス・親子あそびを楽しむ
対象… 未就学児とその保護者
問合せ…与野本町児童センター

　 855・5655　 855・5669

「げんきであそぼう！与野公園」

平成25年度平成25年度　　地域保健セミナー地域保健セミナー

日　時… 7月7日㈰
 13時30分～15時30分
会　場…イオンモール与野 1階 リーフコート
 （中央区本町西）

内　容 
～応急手当講習会～
『心肺蘇生法とAEDの使用法、熱中症の手当法等』
　地域包括支援センター（シニアサポートセンター）看護師

～In Body測定～
In Body測定器による体の脂肪量・水分量・筋肉量など
の健康測定

～シニアサポートセンター相談会～
地域で暮らす高齢者の方の介護・福祉・医療に関する
相談会
費　用… 無料
申込み・問合せ
電話で、6月21日㈮までに
地域包括支援センター（シニアサポート
センター） ナーシングヴィラ与野へ
859・5375　 857・8532

認定調査員募集

電気自動車で青色防犯パトロール中！

勤務時間…応相談
勤務内容…介護保険要介護（要支援）認定調査
資　格… 介護支援専門員など（保健師・看護師・介護福祉

士等の実務経験5年以上を有する方）
募集人数… 若干名（書類選考及び面接による選考）
申込み・問合せ…履歴書に写真をはり、必要事項を記載

し、郵送又は持参で区高齢介護課へ
 840・6068

走行しても排出ガスの出ない電気自動車で、区内を巡
回しています。地域の安全だけでなく、地球環境も守
りながら安心・安全な
まちづくりを進めます。
問合せ 区総務課
 840・6013
 840・6160

交通安全街頭キャンペーンにて
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