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　問合せ　区コミュニティ課　 840・6020　 840・6161

※詳しくはホームページをご覧下さい。http://www.geocities.jp/artfesta2007/

アートフェスタ実行委員を募集しますアートフェスタ実行委員を募集します
　「蔵のまちコンサート」、「LOVE&PEACEコンサート」、「区民コンサート」、「キャンドル・
アート・ナイト」と毎回好評をいただいている「バラのまち中央区アートフェスタ」。
　アートを活用したまちづくりの企画、運営を行う「アートフェスタ実行委員」を募集します。

中央区役所（本館）耐震補強工事
実施のお知らせ

ロビーミニコンサート
休止のお知らせ

期　間 6月上旬～平成25年3月下旬
場　所 中央区役所本館
　区役所開庁時間中にも工事がおこなわれるため、
ご来庁のお客様にご迷惑をおかけいたします。
※区役所業務は平常通り実施します

問合せ 区総務課
 840・6013　 840・6160

　左記の耐震補強工事に伴い、ロビーが使用できなくなる
ため、平成24年度「ロビーミニコンサ
ート」は休止とさせていただきます。

問合せ
区コミュニティ課
840・6020　 840・6161

  応募資格    市内在住で、18歳以上の方
  応募人数   5人程度
  申 込 み   ファクス又はEメールで、住所、氏名、生年月日、電話番号、志望動機を6月15日（金）

までに、アートフェスタ実行委員会事務局 徳永へ。
 ※選考結果は全員に通知します。
 857・1781　 857・1876　 artfesta2007@yahoo.co.jp

　左記の耐震補強工事に伴い、ロビーが使用できなく
ため、平成24年度「ロビーミニコンサ
ート」は休止とさせていただきます。

問合せ
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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
　木々の緑も深まり、アジサイの
花も見頃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。
●区役所の耐震工事を行います
　中央区役所の建物は、昭和43
年に旧与野市役所として建設されたものです。昨年の東日本
大震災の折にも大きな被害は受けませんでしたが、災害時に
は区の防災拠点として機能できるように、耐震工事を実施い
たします。区役所の開庁時間中にも工事が行われるため、一
部窓口の場所を移動したり、通路や待合所が狭くなるなど、
来庁される方々にはご不便をおかけすることになりますが、
ご理解いただきますようお願いいたします。

　今月の写真は、4月の上旬に与野西中学校前のたつみ通り
南側歩道ポケットパークで撮影をしたものです。
　ここには、現在、さいたま芸術劇場芸術監督の蜷川幸雄氏
のほか、彩の国シェイクスピア・シリーズの出演者5人の手形
レリーフが設置されており、今後、順次増設の予定です。
　これを第1弾に、JR与野本町駅からたつみ通りを経由し、
彩の国さいたま芸術劇場に至るアクセス路を、アートストリ
ートとして整備する事業が始まりました。
　新しい中央区の名所にお出かけください。
 中央区長　野原 勇

開設日時
6月24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
10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ご利用ください区役所の休日窓口をご利用ください

与野本町児童センター （中央区本町東）

「シャボン玉」

児
童
セ
ン
タ
ー
の
お
知
ら
せ

日時… 6月22日㈮  11時～11時30分
 ※雨天中止
 11月まで毎月第4金曜日に実施します。
対象… 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

庭でシャボン玉あそびをします。汚れても良
い服装で参加してね！

スライムを使って手触りを
楽しみます。

音楽に合わせた体操、手遊び、
紙芝居など

大戸児童センター （中央区大戸）

「元気にたいそう」

日時…毎週月・水・金曜日
 10時30分～11時
    ※6月27日㈬を除く
対象…未就学児とその保護者
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…6月15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

「さわってあそぼう」

中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会

●㈳与野歯科医師会市民フォーラム
　（スポーツ歯学）
日　時… 7月1日㈰ 10時～12時
会　場…ブリランテ武蔵野 2F サファイア（中央区新都心）
内容・講師… ●「スポーツと歯 いきな関係」
  　安井 利一氏（明海大学学長）
  ●「スポーツ・興味としてのシンクロ」
  　小谷 実可子氏（元オリンピック選手） 
定　員… 30人（先着順）
申込み・問合せ… 電話又はファクスで、6月20日㈬までに
   与野歯科医師会へ
   855・3151　 857・2762

日　時…6月28日㈭  10時～13時頃
会　場…与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）
メニュー…鶏の紅茶煮、なたね椀

わん

　 他
対象・定員…区内在住で、60歳以上の男性・25人
 （応募多数の場合は抽せん、初めての方優先） 
費　用…300円
申込み・問合せ… 電話又はファクスで、6月15日㈮までに
  与野地区社会福祉協議会へ
  ・ 859・5881

無　
　料

無　
　料

平成24年度平成24年度  地域保健セミナー地域保健セミナー
～慢性腎臓病（CKD）とは～

●シルバーシェフ●シルバーシェフ
　クッキングスクール　クッキングスクール
　参加者募集　参加者募集

日　時… 7月3日㈫  19時15分 ～
会　場…上落合公民館（中央区上落合）
※車での来場はご遠慮ください。
内　容… 市民のみなさんの健康を保つため、慢性腎臓病

(CKD)について、専門医による講演会を開催し
ます。

講　師… さいたま赤十字病院 腎臓内科部長  雨宮 守正氏
定　員… 50人（応募者多数の場合は抽せん）
申込み・問合せ… 電話で6月20日㈬までに地域包括支援

センター ナーシングヴィラ与野へ
 859・5375　 857・8532
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