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■平成23年度区長マニフェスト評価書を作成しました
区長マニフェストは、毎年度、評価検証することとしており、皆様の貴重なご意見を
基に作成しました。
アンケート調査にご協力いただいた方々に感謝申し上げます。
評価書は区内各施設で配布、区ホームページに掲載しておりますのでご覧下さい。
　問合せ　区総務課　 840・6013　 840・6160

区長マニフェスト区長マニフェスト平成24年度
バラのまち中央区

さいたま新都心や芸術劇場があり、交通利便性もよく住み易いまち。四季折々
の伝統行事も多く、コミュニティ活動が盛んなまち。
こうした地域の魅力をさらに高めるための取組みを積極的に推進し、区民の
皆様に「愛され、親しまれる区役所」を目指してまいります。

重点取組事項

花と緑あふれる、
心豊かなまちづくりを推進します 安心・安全なまちづくり

を推進します緑化意識の向上と、区民同士のふれあいや絆を深
めるため、身近な場所で緑に出会う機会の創出や、
区の緑化推進のシンボルフラワーである「区の花」
のPRなどを行います。

防災への関心と、地域に密着した防災力向上
を図るための事業を推進します。また、交通
事故や犯罪のない安全なまちづくりを目指し、
交通安全や防犯活動を推進します。

コミュニティ協議会コミュニティ協議会

与野公園清掃
日　時…5月12日㈯ 8時～
 （1時間程度）
 ※小雨決行・荒天中止
集合場所…与野本町公民館前
 　（中央区本町西） 
問合せ…中央区コミュニティ協議会事務局
　　　　（区コミュニティ課内）
 840・6020　 840・6161

日　時 5月18日㈮ 
 19時～
※雨天の場合は19日㈯に順延

会　場 与野公園
 （中央区本町西）

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

　今年も、ばらまつり前日の夜に、与野公園にキャンドルを灯します。
キャンドルの明かりに照らされるバラをどうぞお楽しみください。

復興支援の一環として“チャリティ・キャンドル”を行います。

キャンドル・アート・ナイトキャンドル・アート・ナイト
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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

第52回光の庭プロムナード・コンサート

日時…5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）
 1階情報プラザ
出演…柳澤文子（オルガン）、錦田知子（ヴィオラ）
曲目…デンバー＆ナイヴァート：カントリー・ロードほか
問合せ…彩の国さいたま芸術劇場　音楽担当
　　　　 858・5506　 858・5515

彩の国さいたま芸術劇場 構成：大塚直哉

ノスタルジア ～夢のつづき～ 入場
無料

参加者に参加者に
ミニバラプレゼントミニバラプレゼント

　風薫る新緑の季節を迎えました。
区民の皆さんはいかがお過ごしで
しょうか。

●ばらまつり2012
　中央区の春の大イベント、「ばら
まつり」が、今月の19日・20日に
開催されます。
　会場の与野公園は、明治10年
に県下で3番目にオープンした由緒ある公園です。ここにバラ
園が造られたのは昭和52年で、市民のための“心の投資”として
開設され、55年からは「ばらまつり」が始まりました。最初は
22種類・2千株だったバラ園も、今では170種類・3千株となり
ました。
　また、市内外から訪れる大勢のお客様に気持ち良く過ごして
いただくため、ばらまつり前の12日には、コミ協(中央区コミ
ュニティ協議会)の皆さんによる「与野公園清掃」が行われます。
多くの方に参加いただき、今を盛りに咲き誇るバラもお楽しみ
ください。

　引き続き区政に全力で取組んでまいりますので、今後とも区
民の皆さんのご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
 中央区長　野原 勇

開設日時
5月27日㈰　8時30分～17時15分
※ 区役所の一部業務を取り扱います。詳しくは市報さい
たま12ページ（全市版）をご覧ください。
※日曜納税窓口も同時に実施しています
問合せ 開設に関すること
  区総務課　 840・6013　 840・6160
  取り扱い業務に関すること　各担当課へ

区役所の休日窓口を区役所の休日窓口を
ご利用くださいご利用ください

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可）

定　員 与野本町…43組　向原・大戸…20組 （いずれも先着順)
申込み 5月7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
ーみんなで育てよう　子どもと花・みどりー

☛児童センターでは「園芸ボランティア」を募集中！詳しくは各児童センターへ

5月26日㈯  10時30分～11時30分（雨天決行)

区民会議からのお知らせ

　区民会議は当日先着10人まで傍聴できます。関心のある方は、
ぜひ一度足を運んでみて下さい。
日　時 5月23日㈬  10時～
会　場 中央区役所3階　301会議室
問合せ 区コミュニティ課　 840･6020　 840･6161

第7回中央区区民会議

中央区
花づくり事業
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