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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… 10月25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… 区内在住で、60歳以上の男性
定員… 25人（応募多数の場合は抽せん）
費用… 300円
申込み・問合せ
電話またはファクスで、住所、氏名、年齢、
電話番号を10月16日㈬までに、
与野地区社会福祉協議会へ
・ 859・5881

日　時… 10月13日㈰　10時～17時
 ※雨天の場合は翌日に順延
会　場… 与野駅西口駅前通り周辺
問合せ… 大正時代まつり実行委員会
 (さいたま商工会議所与野支所内)

855・8011  853・2821

さいたま市中央区区制施行10周年記念事業 ●与野地区社会福祉協議会 

シルバーシェフクッキングスクール参加者募集

参加
無料

  バラのまち中央区アートフェスタ

 開 催 日  平成26年 2月16日㈰
 会　　場  彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）小ホール

 募集内容  演奏・歌・ダンスなどでの出演（詳細は募集要項でご確認ください。）

 応募資格  区内在住・在勤・在学で音楽・パフォーマンス活動している個人または団体
※1組につき1～2人程度の運営委員を選出していただき、事前の準備会議に参加していただ
きます。

 定　　員  10組程度（実行委員会による選考）

 申 込 み  郵送又は持参で所定の申込書に必要事項を記入し、演奏・歌唱の場合は
録音したMD・CDなど、パフォーマンスの場合は録画したDVDなどを添
えて、11月15日㈮（必着）まで

 〒338-8686（住所不要） 中央区コミュニティ課「区民コンサート」受付係へ
※参加募集のお知らせ・申込書は10月16日㈬から区コミュニティ課及び区内公民館・コミュニティセンターにて配布、
　また、バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会ホームページからもダウンロードできます。
　http：//www.geocities.jp/artfesta2007/index.htm
※結果は全員に通知します。

 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

出演者募集

● 事例研究のつどい
 10月 26日㈯ 10時 ～

● 中央区スポーツ振興会
 第7回 中央区民ハイキング
 11月 16日㈯ 9時 ～

● 与野・水と緑の会
 高沼用水とドングリの森で遊ぼう！
 11月 3日㈷ 10時 ～

各事業の詳細は今月一緒
にお配りしたコミ協広報紙
｢はぁもにぃ第19号｣をご
覧ください。

写真は前回の様子

メニューは
お楽しみ…！！！！

第22回

大正時代まつり

さいたま市中央区区制施行10周年記念事業
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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
　今年の夏の暑さは尋常でな
かっただけに、爽やかな秋風
を待ち焦がれていた方も多い
のではないでしょうか。
　秋といえば、「読書の」「芸
術の」「スポーツの」「食欲の」
と、さまざまな言葉が冠され
ます。今年は、「イベントの」
秋をお楽しみいただけたらと
思います。

●仮装行列、花火、ロードレース―  多彩なイベント
　まず13日には、恒例の「大正時代まつり」が、JR与野駅西口
駅前通りで開催されます。レトロな雰囲気を醸し出す仮装行列
が有名です。
　この日の夜には、「政令指定都市10周年記念花火大会」が、荒
川総合運動公園周辺で開催されます。さいたま市が政令指定都
市に移行し、区役所が開設され、10周年を迎えることができた
ことを記念するものです。秋の夜空に打ち上げられる約7千発
の花火をご家族でお楽しみください。
　次いで26日には、「さいたまクリテリウムbyツールドフラン
ス」が、さいたま新都心で開催されます。世界的に有名な自転
車ロードレース「ツールドフランス」の名を冠した初の関連大会
で、世界トップレベルの選手が、新都心内街路の特設コースを
疾走する、迫力あるレースをお楽しみいただけます。同時に多
彩なイベントも開催される予定となっておりますので、ぜひご
来場ください。 中央区長　丸山 信弘

8月24日㈯
さいたまの盆踊り会場にて

行政書士無料相談会

花花火火大大会会

日　時 10月12日㈯　10時～16時
会　場 浦和コルソ7階ホール（浦和駅西口）
内　容 相続・遺言書作成や、その他法的書類の作成
 などの相談
費　用 無料
申込み 当日直接会場へ
問合せ 埼玉県行政書士会　 833・0900
 市民総務課　　　　 829・1214

日　時… 10月13日㈰　18時30分～
 荒天の場合　10月14日㈷

会　場… 荒川総合運動公園周辺
問合せ… NTTテレドーム（音声案内）
 0180・99・3144
 ※詳しくは、全市版4ページをご覧ください。

photo:加藤英弘

第62回  光の庭プロムナード・コンサート
日時…10月26日㈯　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）
内容…ポジティフオルガンとフルートとのアンサンブルをお届けします。
出演…渋澤久美（オルガン）　藤岡泰子（フルート）
曲目…W. A. モーツァルト：デュポールのメヌエットによる9つの変奏曲 ニ長調 KV 573  
　　　宮沢 賢治：星めぐりの歌　他
申込み・問合せ…彩の国さいたま芸術劇場  音楽担当　 858・5506　 858・5515

～笛が奏でる音楽の秋～ 

入場
無料

児童センターのお知らせ
与野本町児童センター （中央区本町東） 855・5655　 855･5669
向原児童センター （中央区下落合） ･ 834・6083
大戸児童センター （中央区大戸） ･ 831・9536

日　時 10月16日㈬　10時30分～11時30分　※雨天の場合 10月17日㈭に順延
場　所 “大カヤの木”近くにある鈴谷4丁目のいも畑
対　象 未就学児とその保護者
定　員 ●与野本町・向原児童センター…各30組　●大戸児童センター…40組 （いずれも先着順）
費　用 1組450円（おいも3株分）
申込み 10月2日㈬の9時から、参加費を添えて直接各児童センターへ

児童センター合同行事「おいもほりに行こう!」

※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。

さいたま市政令指定都市10周年記念
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