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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

出演者 邦楽ゾリスデン（箏、尺八、三味線）
 和洋折衷トリオ クレール（尺八、チェロ、ピアノ）
問合せ ▶バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会
 　会長 加藤 833・8909
 ▶区コミュニティ課 840・6020　 840・6161

※環境負荷軽減のため、
　徒歩、自転車、公共交通機関にての
　ご来場でお願いいたします。

入 場
無 料「蔵のまちコンサートコンサート」開催のお知らせ♪

 バラのまち中央区アートフェスタ
さいたま市中央区区制施行10周年記念事業

ご来場の方にご来場の方に
ミニバラ プレゼントミニバラ プレゼント
※数に限りがあります。

邦楽ゾリスデン
和洋折衷トリオ クレール

日　時 9月29日㈰
 開演13時30分～（15時15分終演予定）
会　場 与野公園（中央区本町西）  雨天時：与野図書館（中央区下落合）

無　
　料

「健康・介護予防」講座「健康・介護予防」講座
日　時… 9月14日㈯  14時～15時30分
会　場… 埼玉精神神経センター（中央区本町東）
 本館7階 シナプス
内　容… 薬のあれこれ『ジェネリックについて』
講　師… 草ヶ谷 忠彦氏（埼玉精神神経センター 薬局長）
対　象… どなたでも
定　員… 50人（先着順）
申込み・問合せ…
 電話またはファクスで住所・氏名・電話番号を
 地域包括支援センターナーシングヴィラ与野へ
 859・5375　 857・8532

●浦和西交通安全協会

　9月21日㈯から30日㈪まで、正しい交通マナーの実
践を促し、交通事故防止を徹底するため、秋の全国交
通安全運動を実施します。
それにともなって「交通安全大会」を行います。

日　時… 9月16日㈷　13時30分～
会　場… 市産業文化センター（中央区下落合）
問合せ…浦和西交通安全協会（浦和西警察署内）
 ・ 855・3320

交通安全大会を開催します

河原昌平 佐藤かおり

入場
無料

今年度第1回目のロビーミニコンサートはピアノとサキソフォーンのデュエットです。
芸術の秋の昼下がり、さわやかな音楽をどうぞお楽しみください。

 日　時  9月20日㈮　12時15分～13時
 会　場  中央区役所　1階ロビー
 出　演  河原昌平（サキソホーン）・佐藤かおり（ピアノ）
 曲　目  リーベルタンゴ・誰も寝てはならぬ・赤とんぼ 他
 問合せ  区コミュニティ課　 840･6020　 840･6161

河原昌平

芸

佐藤かおり

2年ぶりの開催だよ。
お楽しみに！！

ささいたまま市市中央区区制施行10周年年記記念事業業
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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
　厳しい残暑が続いて
おりますが、区民の皆
さんはいかがお過ごし
でしょうか。

●備えあれば憂いなし
　9月1日は防災の日
です。この日、さいた
ま市では、荒川総合運
動公園において、住民、
自主防災組織及び地
域事業所を主体に、参加予定者2千人、関係70機関による総合
防災訓練を実施します。自治会や自主防災組織の皆さんにはい
ろいろとご協力をいただきますが、この訓練がいざという時に
は必ず役立つことと思います。

●ご長寿おめでとうございます
　9月の第3月曜日は「敬老の日」です。長年にわたり社会の発展
に尽力されてこられた方々に感謝の意を表するとともに、心か
ら長寿のお祝いを申し上げます。
　今年8月1日現在、中央区の人口は約9万7千人、このうち65
歳以上の方は約1万8千人、100歳以上の方は28人いらっしゃい
ます。
　市では、75歳以上から5歳ごとの満年齢の方と、100歳以上
の方に敬老祝金をお渡しすると共に、地域で開催される敬老会
事業も支援しています。
　健康と長寿は誰もの願いです。区では、高齢者の「うんどう
教室」や「介護予防教室」を定期的に開催しています。ぜひご参
加ください。 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。

「0才児あつまれ！」
日時… 9月11日㈬～毎週水曜日
 11時～11時30分
内容… 親子のふれあいあそびと
 お友達づくり など
対象… 0才児とその保護者
問合せ…与野本町児童センター
  　 855・5655  855・5669

7月13日㈯　与野夏祭りにて

大戸児童センター （中央区大戸）

「ハイハイサロン」

日時… 毎週木曜日
 10時30分～11時
内容… ふれあい遊びと保護者同士の
 仲間づくりなど
対象… 4～10か月程度の乳児とその保護者
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… 毎週月～金曜日
 11時30分～11時45分 
内容… 親子のふれあい遊びや体操
 など
対象… 未就学児とその保護者
問合せ…向原児童センター
　　　　 ・ 834・6083

「プチタイム」

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

第6期区民会議からのお知らせ

第3回中央区区民会議を開催します
区民会議は当日5人まで傍聴できます。
テーマ「地域資源－区の花バラ－を活かしたまちづくり」
関心がある方は是非一度足を運んでみてください。

日　時 9月25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

電気自動車で青色防犯パトロール中！
　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

　最近、家庭ごみについての苦情
や相談が数多く寄せられています。
「家庭ごみの出し方マニュアル」
をご確認いただき、適正な生活ご
みの排出にご協力をお願いしま
す。ゴミの出し方等についてお困
りの場合は、お気軽にお問い合わ
せください。
問合せ…西清掃事務所 623･3899　 622･9144
　　　　区くらし応援室 840･6027　 840･6162

家庭ごみの出し方について
再確認しましょう再確認しましょう

いていて
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