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＠芸術劇場

With 第64回光の庭プロムナード・コンサート

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

ゆらめくキャンドルの幻想的な雰囲気をお楽しみいただけるキャンドル・アート・ナイト。
彩の国さいたま芸術劇場で開催される「光の庭プロムナード・コンサート～トワイライト・スペシャル～」と
コラボレーションでおとどけします。

トワイライトスペシャル～スペイン、イタリアを巡るクリスマス～

開演時間…17：00（17時40分終演予定）
出 　 演… 小島弥寧子（オルガン）
  佐藤亜紀子（ビウエラ、テオルボ）
曲　目… フレスコバルディ：カプリッチョ・パストラーレ
問合せ… 彩の国さいたま芸術劇場 音楽担当 
  858・5506
 858・5515

　キャンドルの明かりがやさしく灯る中、パイプオルガンと
ビウエラ、テオルボ（ルネサンス～バロック時代の弦楽器）
とのアンサンブルをお贈りします。
　クリスマスにぴったりな素敵な生演奏を石造りの教会の
ような響きの良い会場でおたのしみください。

日　時 12月21日（土）
 16時30分～18時30分
会　場 彩の国さいたま芸術劇場
 情報プラザ1階（中央区上峰）

※雨天の場合、
　キャンドルの一部を
中止します。

第64回光の庭プロムナード・コンサート 

入場
無料

▲写真は昨年の様子です

入

金子芽生 アルパ　ミニコンサート
～Primero～

今年度第2回目のコンサートです。
アルパの素敵な音色をどうぞお楽しみください。

 日　時  12月6日㈮　12時15分～13時
 会　場  中央区役所　1階ロビー
 出　演  金子芽生
 曲　目  コーヒー・ルンバ 、You Raise Me Up、きよしこの夜　他
 問合せ  区コミュニティ課　 840･6020　 840･6161

今回もお楽しみに!!

さいたま市中央区区制施行10周年記念事業
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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 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
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さいたま市
選挙キャラクター
みらいクン

　駐車監視員は、決められた地域、路線、時間帯を重点に巡回して
放置車両の確認をします。今回、この駐車監視員が巡回するエリアが
拡大されました。
現在の活動地域
与野駅周辺、与野本町駅周辺、北与野駅周辺、さいたまスーパ
ーアリーナ西側周辺、与野公園周辺、上落合北公園周辺、さい
たま赤十字病院周辺
追加地域　平成26年1月より活動開始。
西浦和駅周辺（桜区田島5丁目）、田島団地周辺（桜区田島6丁目）
問合せ 埼玉県警察本部 交通部交通指導課 放置対策センター　  
 832・0110㈹
 http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/

　浦和西警察署駐車監視員ガイドラインの拡大について ●自動車販売店●自動車販売店●自動車販売店

●薬王院●薬王院●薬王院
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　今年もあと1か月を残
すまでとなりました。
年々、時の過ぎるのを速
く感じるのは、年齢のせ
いもあるでしょうが、社
会の慌ただしさも関係
しているのでしょうか。
●民生委員・児童委員は
　地域の良き相談者
　社会の少子高齢化が
進むなか、子育て家庭
の孤立や高齢者の孤独死など、気付きにくく深刻な問題が増えて
います。そうしたなか、地域の身近な相談相手であり、福祉の面
から必要な支援を行う、「民生委員・児童委員」の皆さんの存在が、
益々重要となっています。
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の
地方公務員です。今年は3年ごとの改選の年にあたり、12月1日
に、中央区では再任を含め124名の方が新たに委嘱されました。
退任された皆様には、長きにわたり地域福祉のためにご尽力いた
だき、心から感謝を申し上げます。また、新たに委嘱され、社会福
祉の増進に務めていただく皆様には、地域福祉の重要な担い手と
してご活躍されることを期待しております。

　寒さが日増しに厳しくなりますが、健康に留意され、良い新年
をお迎えください。
 中央区長　丸山 信弘

9月29日
蔵のまちコンサート出演者と一緒に。

　区内小・中学生の皆さんに応募いただい
た「明るい選挙啓発ポスター」を展示します。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。
期　間… 12月18日㈬～25日㈬　
 8時30分～17時15分（閉庁日を除く）
会　場… 中央区役所 1階フロア
問合せ…中央区明るい選挙推進協議会事務局
 （区総務課内） 840・6014　 840・6160

明るい選挙啓発ポスター展示会

日　時…12月7日㈯ 18時 ・ 8日㈰ 14時 試合開始
会　場…記念総合体育館（桜区道場）
価　格… （2階自由席） 大人2,000円→ 1,200円
  小・中・高校生1,000円→ 500円
対　象… 区内在住、在勤又は在学の方
購入方法…試合当日、チケット売場で区内在住・在勤・
 在学が分かるものを提示してください
 （お1人様1回の提示で4枚まで）。
問合せ… ㈱埼玉ブロンコス

04・2923・5100 　 04・2923・5132

中央区民応援デー
プロバスケbjリーグ2013-2014シーズンホームゲーム
埼玉ブロンコスvs岩手ビッグブルズ

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。

「冬のおたのしみ会」

① 0歳児あつまれ
② ヨチヨチペンギン・キャロットさん

日時… ①12月11日㈬ 10時30分～11時30分
 ②12月12日㈭ 10時30分～11時30分
対象… ①0歳児とその保護者
 ②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

大戸児童センター （中央区大戸）

「ファミリーコンサート」

日時… 12月15日㈰ 14時～15時
 （開場13時45分）
内容… 定番の曲から今年話題の曲まで
 ピアノ他で生演奏。
対象… どなたでも
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… 12月19日㈭
 10時30分～11時30分 
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

～親子であそぼう～

「冬のおたのしみ会」
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