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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

日　時 11月9日㈯・10日㈰　10時～15時
場　所 けやきひろば（中央区新都心）
対　象 区民、区内団体および企業
募集数 出店・出演共に若干数（応募多数の場合は抽せん）
  ※出店は1団体につき1ブースとさせていただきます。
  　1ブース間口3.6m×奥行き2.7m（予定）
  ※出演は1団体20分（出入込み）の予定です。
費　用（出店のみ）
10,000円　※出店・出演とも事前説明会があります。（9月10日㈫予定）
申込み・問合せ
往復はがきで、住所、団体名、代表者名、電話番号、出店（出演）内容、
出演希望日（出演者のみ）を8月20日㈫（必着）までに
〒338-8686（住所不要）中央区コミュニティ課内　中央区区民まつり実行委員会事務局 公募係へ
※結果は全員に通知します。
840・6020  840・6161

日　時…8月24日㈯　9時30分～14時
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5歳以上の子どもとその保護者・
12組（応募多数の場合は抽せん）
費　用…無料
申込み・問合せ…往復はがきで、
住所、氏名、年齢、 電話番号
を8月15日㈭（必着）まで
本多明朗 へ
〒338-0014 中央区上峰3-14-16 
※結果は全員に通知します。  ・ 852・4023

■補助対象事業
・区の自然、環境を生かしたまちづくりを推進する事業
・健康、福祉、安全、生活環境等を生かしたまちづくりを推進する事業
・区の歴史、文化、伝統を生かしたまちづくりを推進する事業
・区のコミュニティ活動の醸成を図り、活性化につながる事業
・その他区長が特に必要と認める事業

●上落合盆踊保存会●ふるさと与野の生活文化を楽しむ会

さいたまの盆踊り親子で作る！朝まんじゅうに昼うどん

日　時…8月22日㈭～24日㈯　18時～21時30分
会　場…JR北与野駅南口広場（中央区上落合）
イベント (18時～20時30分)
●22日 上落合子供囃

ば や し

子・ごろく會
かい

 
 地元小学生のよさこい踊り
 彩雅組 よさこいソーラン
●23日 17時～ 打ち水大作戦
 与野鴻沼太鼓
●24日 17時～ 打ち水大作戦
 与野東中学校 ポップコーンサウンズオーケストラ
問合せ…上落合盆踊保存会　沼野　 853・3597

■補助金額
事業に要する経費の4分の3の範囲で、
10万円を限度とします。
■問合せ 区コミュニティ課
 840・6020　 840・6161

※申請書類は区コミュニティ課で配布しています。区ホームページ（▶市民活動ネットワーク）からもダウンロードできます。

平成25年度中央区活性化等推進事業補助金をご利用ください

さいたま市中央区区制施行10周年記念事業  さいたま市中央区区民まつり2013たま市中央区区制施行10周年記念事業  さいたま市中央区区民まつり

 出  出   店店    ・・ 出  出  演  演  者  者  募  募  集  集 ！！！！  

　中央区の地域コミュニティの醸成や魅力あるまちづくりの活動を行う団体に補助金を
交付しています。詳しくは区コミュニティ課へ

写真は2012年の様子

　例年たくさんの人出でにぎわう中央区区民まつりでは、今年も「コミュニティの輪」を深めるため、
出店・出演者を公募します。
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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
　7日は「立秋」。この日から、
暑さは残暑と呼ばれます。区民
の皆さんはいかがお過ごしでし
ょうか。

●地域の防災力向上に向けて
　去る6月9日、区災害対策本
部訓練と併せ、中央区では初め
て、区内全14か所の避難場所
合同・一斉訓練を実施いたしました。
　各避難場所では、訓練当日はもとより、それまで数回に亘り
避難場所運営委員会を開催し、綿密な準備を重ねていただきま
した。区民の皆さんの防災に対する意識はとても高く、総勢
800名近くの区民に参加いただきました。実施内容の反省点や
改善点も多々ありますが、その結果を皆さんと共有することで、
より地域の防災力を向上させたいと考えております。
　さらに、9月1日の「防災の日」には、市の総合防災訓練が荒川
総合運動公園で実施されます。市としても、より一層の災害対

応力の向上を図ってまいります。

　ところで、「盆踊り」は秋の季語
だそうです。22日から24日まで、
恒例の「さいたまの盆踊り」がJR
北与野駅南口広場で開催されま
す。ぜひ、お出かけください。

中央区長　丸山 信弘

与野本町児童センター （中央区本町東）

※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。

「おばけ大会」

日時… 8月21日㈬ ①10時～11時30分
   ②13時30分～15時30分
 8月22日㈭ ③10時～11時30分
対象… ①未就学児とその保護者
 ②小学生  ③どなたでも
問合せ…与野本町児童センター
  855・5655  855・5669

日時… 10月4日～12月20日の毎週金曜日 
 10時から2時間程度（全12回）
会場… 実技: 与野中央公園（中央区新中里）、
  大戸公園（中央区大戸）
 講義: 中央区役所301・303会議室
対象・定員… 区内在住で60歳以上の健康な方・2人程度
  応募多数の場合は選考
応募方法…電話又はファクスで住所、氏名、年齢、電話番
号、応募理由を9月6日㈮までに区高齢介護課へ
840・6067  840・6167

※講座修了生は、うんどう遊園地域指導員として登録され、市の
指導員派遣や、自主活動グループの支援、介護予防「うんどう
教室」の指導員のサポーター等として活動していただきます。

6月9日㈰
中央区避難場所運営訓練にて

5月29日㈬
緑のカーテン(あさがお苗)植え

photo:加藤英弘photo:加藤英弘

第61回  光の庭プロムナード・コンサート

日時…8月3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）情報プラザ（1階）
出演…広沢麻美（パイプオルガン）　近藤良平（ダンス）
曲目…M. ヴェックマン:トッカータ ホ調　　J. K. ケルル:パッサカリア ニ短調  ほか
問合せ…彩の国さいたま芸術劇場  音楽担当　 858・5506　 858・5515

構成：大塚直哉

 夏休みスペシャル！ ～私は彼が来るのを見る、僕は彼女が奏でるのを待つ～ 
毎年恒例の子どもから大人まで楽しめる夏休み特別企画。
光がキラキラ降りそそぐ「光の庭」、今回はどんな世界に変わるのでしょうか?

入場
無料

大戸児童センター （中央区大戸）

「小学生あつまれ～！」

日時… ①8月6日㈫・20日㈫ 14時～14時30分
 ②8月27日㈫ 14時～15時
内容… ①チャレンジタイム
 ②つくってあそぼう
対象… 小学生
問合せ…大戸児童センター
 　 ・ 831・9536

向原児童センター（中央区下落合）

日時… 8月22日㈭
 13時30分～15時30分 
対象… 未就学児とその保護者・ 
 小学生
問合せ…向原児童センター
 　 ・ 834・6083

「おばけやしき」

あなたも「うんどう遊園地域指導員」にあなたも「うんどう遊園地域指導員」に
なりませんかなりませんか

　高齢者向けのうんどう遊具を使用した運動を指導する
「うんどう遊園地域指導員」の養成講座を開講いたします。
ふるってご応募ください。
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