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第63回  光の庭プロムナード・コンサート

日  時… 11月16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アイリッシュフルートとのアンサンブル
出  演… 荒井牧子（オルガン）　豊田耕三（アイリッシュフルート）
曲  目… F. コレア  デ  アラウホ : 第四旋法によるティエント  第2番
 A.コレッリ : ラ フォリア　他
問合せ… 彩の国さいたま芸術劇場  音楽担当
 858・5506　 858・5515

～ポジティフオルガン meets アイリッシュミュージック～ 入場
無料

子育て支援センターよのは、耐震補強工事に伴い一時
移転します。
移転中は開館時間も変更となります。
移転期間 平成26年2月末日まで
移転先 与野本町小学校（中央区本町東）1階
 与野本町放課後児童クラブ内
開館時間 平日9時から12時まで（放課後児童クラブが
 午前中から開所する日や土曜日は休館となります。）
問合せ 子育て支援センターよの　 840・1788

子育て支援センターよのが一時移転します

日　時 11月30日㈯　13時～
会　場 さいたまスーパーアリーナ TOIRO（中央区新都心）
問合せ アートフェスタ実行委員会事務局 会長  加藤 833・8909
 区コミュニティ課　 840・6020　 840・6161 ▲昨年度の様子

区区民まつつりり中央区中央区　　　　深めよう深めよう
コミコミュュニテニティのィの輪輪

日  時 1111月月99日土・日土・1010日日日日
  10時～15時10時～15時
会  場 けやきひろばけやきひろば（中央区新都心）（中央区新都心）

けやきひろば2階・1階（プラザ1、プラザ2）・東西自由通路

◉詳しくは、今月一緒にお配りしたリーフレットをご覧ください。
問合せ 中央区区民まつり実行委員会事務局（区コミュニティ課内）
 840・6020　 840・6161 

　今年も、中央区区民まつりを開催します。中央区コミュニティ協議会
（「コミ協」）加入団体等の出店・出演をはじめ、
友好都市の物産やさまざまなパフォーマンスを
ご用意しております。ぜひ、ご来場ください。

バラのまち中央区アートフェスタ

2013

写真は昨年度の様子写真は昨昨年度の様子

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制施行10周年記念事業

バラのまち中央区から音楽を通して「LOVE&PEACEバラのまち中央区から音楽を通して「LOVE&PEACE（ラブ アンド ピース）（ラブ アンド ピース）」を発信します。」を発信します。
さいたま市にゆかりのあるアマチュアミュージシャンたちが参加して愛と平和を奏でます。さいたま市にゆかりのあるアマチュアミュージシャンたちが参加して愛と平和を奏でます。
ぜひ皆さんもお立ち寄り下さい。ぜひ皆さんもお立ち寄り下さい。

※雨天決行（荒天の場合は除く）
※天候によって内容が変更になる場合があります。
※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
（駐車場の用意はありません）
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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
　朝晩の冷え込みが次第に増し、秋の深まりを感じるようになって
きました。ピークはもう過ぎたようですが、与野公園では、秋バラ
を楽しみに来園される方の姿も多く見かけます。
　今月は、そのバラの話題からお送りします。
●バラのまち中央区のバラが増えます
　区役所まわりは、区民の皆さんから寄贈いただいたバラで彩られ
ていますが、先月、新たなバラが増えました。
　これは、さいたま中央ロータリークラブから寄贈いただいたもの
で、先月開催の「さいたまクリテリウムbyツールドフランス」を記念
してのものです。庁舎南側の駐車場横に植樹していただきました。
　また、今月23日には、区制施行10周年を記念し、JR与野本町駅西
口の駅前公園において、バラの苗の植樹式を行います。こちらは、
区制が施行された年に生まれた10歳の子どもたちの手で植えられ
ます。
　これからも、「バラのまち」に相

ふ さ わ

応しいまちづくりを進めたい、と
思っております。
●男性国内最高齢者の百井盛さんを
　表敬訪問しました
　中央区民である百井さんは、明治36年2
月生まれの110歳。県立与野高等学校の5
代目校長であり、また、与野商工会議所の
専務理事も務められました。
　写真の通り、大変お元気で、中央区民に
このような方がいらっしゃることは、大変
励みになることです。
 中央区長　丸山 信弘

9月13日㈮
百井さんと一緒に。

会員募集中
！！

参加者に参加者に
ミニバラミニバラ
プレゼントプレゼント

児童センターの
　　　　お知らせ

与野本町児童センター・老人憩いの家 （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

会　場 与野本町児童センター・向原児童センター・大戸児童センター
対　象 区内在住の方（乳幼児は保護者同伴・大人ひとりでの参加も歓迎！）
定　員 与野本町…43組　向原・大戸…20組 （いずれも先着順)
申込み 11月2日㈯の9時から直接各児童センターへ
※お持ちの方は、当日手袋やスコップなどをご持参ください。

児児童童セセンンターター  dede  花花づづくくりり
11月16日㈯  10時30分～11時30分（雨天決行)

児童センターの敷地およびプランター等に
花の苗を植えます。

☛児童センターでは、園芸ボランティアを募集しています。
※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。

日　時… 11月20日㈬　11時～
会　場… 手打ち蕎麦処しちふくじん（中央区本町西）
対　象… 区内在住・在宅で高齢者の介護をしている方          
 (要介護1以上)
定　員… 30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11月13日㈬までに、与野地区社会福祉協
議会へ ・ 859・5881

　さいたま市は地域を拠点に活動している総合型地域
スポーツクラブの活動を応援しています。中央区ではさ
いたま市中央スポーツクラブが元気に活動しています。
是非、活動をのぞいてください。
<さいたま市中央スポーツクラブはこんなクラブです！>
　みんなで楽しくをモットーに、スポーツを通じて色々
な人と交流できる場を提供させて頂いてます。
　ぜひ一度参加してみてください。

主な活動場所… 与野西中学校体育館（中央区鈴谷）
主な活動内容… バドミントン、バスケットボール
対　象… 中学生以上
費　用…入会金1,000円  年会費2,500円  参加費都度
クラブ連絡先… 代表  新井 正明
 853・3997  10時～19時

s_centerclub.2004@jcom.home.ne.jp
問合せ…スポーツ振興課スポーツ振興係
 829・1730  829・1969

「在宅介護者のためのリフレッシュ会食」
参加者募集

！さいたま市中央スポーツクラブはさいたま市中央スポーツクラブは
あなたを待っています！！あなたを待っています！！

第6期区民会議からのお知らせ

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 11月27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

第4回中央区区民会議を開催します
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