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西与野
コミュニティホール

日　時…7月27日㈯
 8時頃～18時頃（予定）
内　容…食品サンプル体験と水族館・展望台見物など
対　象…区内在住ひとり親家庭の親子
　　　　（子どもは3歳から中学生まで）
定　員…40人（応募者多数の場合は抽せん）
費　用…親子2人で2,000円程度
 詳しくは、与野地区社会福祉協議会へ
申込み・問合せ 
電話またはファクスで、
住所、参加者全員の氏名、
年齢、電話番号を7月16
日㈫までに、与野地区社
会福祉協議会へ
※結果は全員に連絡します。
・ 859・5881

  「親子でリフレッシュ」
●ひとり親家庭対象

中央区役所本館北側に設置されています。

下落
合屋外

プール

下落
合屋外

プール
をご利用ください

※7月1日㈪～5日㈮、8日㈪～12日㈮、16日㈫～19日㈮は
　屋内プールのみとなります

※下水道工事に伴い、一定期間中駐車場の一部が使用できなく
なります。
　詳しくは下落合プールまで。

6月29日㈯～8月31日㈯

営業時間 9時～18時
料　　金 大人310円,
 小中学生・高校生100円
問 合 せ 下落合プール（中央区下落合）
 852･2518　 858･2621

中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会

　消防団員は、それぞれのお仕事な
どを持ちながら「自分たちのまちは自
分たちで守る」という気持ちで、地域
の安心と安全を守るために活躍して
います。
　団員の年齢層は幅広く、会社員、
自営業者、学生などの様々な人が参
加し消火活動、火災予防広報活動及び応急手当の指導を
行っています。
「あなたも始めませんか、消防団！」 
入団資格 市内在住、在勤又は在学している18歳以上の
 健康な方
問 合 せ 消防総務課　 833・7163  833・7641

●利用時間
　（平日） 8：30～21：00 住民票・印鑑証明・税証明
 9：00～17：00 戸籍証明・戸籍附票
　（土・日曜日、祝・休日）
 8：30～19：00 住民票・印鑑証明・税証明 
 ※戸籍証明・戸籍附票は取扱対象外

●取得に必要なもの 
　暗証番号を登録した「さいたま市民カード」または、
多目的利用登録をした「住民基本台帳カード」

※証明書の発行には
　手数料がかかります。

問合せ
区区民課
840・6034
854・3462

自動交付機をご利用ください自動交付機をご利用ください

　中央区選挙管理委員会では、第23回参議院議員通常
選挙において、2か所に期日前投票所を設置いたします。
投票日当日に用事等ある方は、ぜひご利用ください。

西与野コミュニティホール（臨時期日前投票所）のご案内

問合せ  中央区選挙管理委員会事務局(区総務課内)  840・6014

会　場 日　時

中央区役所
選挙期日16日前から前日まで
8時30分から20時まで

西与野コミュニティ
ホール（中央区桜丘）

選挙期日8日前から前日まで
10時から18時まで

※臨時期日前投票所は、開
設期間や時間が異なり
ますのでご注意ください。
また、臨時期日前投票所
用駐車場はございません
ので、車をご利用の方は
中央区役所の期日前投
票所をご利用ください。
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にちはにちは 区区はは です区区区区区区区長長
　梅雨明けが待ち遠しい今日この頃、区民の皆さんはいかがお
過ごしでしょうか。
●更生保護の日をご存知ですか
　犯罪非行の未然防止と、罪
を犯した人たちの更生・社会復
帰を促進するため、毎年7月1
日が「更生保護の日」と定めら
れています。この日を初日とす
る1か月は、「社会を明るくする
運動」強化月間として、全国各
地で犯罪や非行を防止するた
めの催しが実施されます。中
央区でも、地域の皆さんといっしょに運動を進めていきたいと
思いますのでご協力お願いいたします。

　さて、今年も7月中旬、中央区内各地域で「与野夏祭り」が開催
されます。なかでも本町通り周辺では、13日(土)と14日(日)、
沿道に夜店が立ち並ぶなか、6基のおみこしが渡

と

御
ぎょ

するもので、
見ごたえ十分です。ぜひお
出かけいただき、夏祭りの
だいご味をお楽しみくださ
い。
　これから本格的な夏が訪
れます。暑さに負けず、事
故の無い楽しい夏休みをお
過ごしください。

中央区長　丸山 信弘

与野本町児童センター （中央区本町東）

問合せ…大戸児童センター　 ・ 831・9536

※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。
※7月20日㈯まで、向原児童センターは施設修繕のため閉館しております。

乳幼児向け「なつまつり」

日時… 7月18日㈭
 10時30分～11時30分
内容… 水ヨーヨーとかんたんな工作 

など 
対象… 乳幼児とその保護者
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）

「こどもフェスティバル」 「ファミリーたいそう」

日時… ①7月11日㈭  10時30分～12時
 ②7月23日㈫  14時～15時30分
内容… ①水ヨーヨー、風船プールなど
 ②水ヨーヨー、スライムなど
対象… ①乳幼児とその保護者
 ②未就学児～小学生

日時… 7月20日㈯
 10時30分～11時
内容… 体操、手遊び、読み聞かせ
 など
対象… 未就学児とその家族

さいたま新都心第8-1A街区砕石（石綿含有）
撤去工事の説明会を開催します
日　時…7月13日㈯
 10時30分～
会　場…新都心ビジネス交流プラザ 4階会議室
 （中央区上落合2-3-2）

問合せ…県都市整備政策課新都心事業調整担当
 830・5655　 830・4880
 計画管理課
 829・1577　 829・1937

5月11日㈯与野公園清掃事業にて

5月17日㈮
キャンドルアートナイトにて

自治会に加入しましょう
　自治会は皆さんの地域を明るく住みよいまちにする
ため、防犯・防災・環境美化活動や親睦行事など、さま
ざまな活動を行っています。
　自治会では皆さんの加入をお待ちしています。お近
くの自治会役員にお申し出ください。

問合せ　区コミュニティ課  840･6021  840･6161

　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 区支援課
 840･6063　 840･6166

家庭児童相談のご案内家庭児童相談のご案内

第6期区民会議からのお知らせ

第2回中央区区民会議を開催します
テーマ「地域資源－区の花バラ－を活かしたまちづくり」
　区民会議は当日5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 7月24日㈬
 10時～
会　場 区役所2階
 多目的室
問合せ 区コミュニティ課
 840・6020
 840・6161
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