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自治会・町内会に加入しましょう
　自治会・町内会は皆さんの地域を明るく住みよいまち
にするため、防犯・防災・環境美化活動や親睦行事など、
さまざまな活動を行っています。
　自治会では皆さんの加入をお待ちしています。
　お近くの自治会・町内会役員にお申し出ください。

問合せ　区コミュニティ課
 840･6021　 840･6161

現
保険年金課

保険年金課

保険年金課

区民課

■トイレ
■トイレ

■多目的トイレ

■多目的トイレ

■エレベーター

総合
案内

正面玄関

仮設間仕切りが設置されるため
通路が狭くなります

情報公開
コーナー

福祉課

高齢介護課 支援課

池
東側玄関が
封鎖されます
東側玄関が
封鎖されます

問合せ　区総務課　 840・6013　 840・6160

中央区役所（本館）耐震補強工事実施のお知らせ中央区役所（本館）耐震補強工事実施のお知らせ

区役所開庁時間中にも工事がおこなわれるため、騒音等、ご来庁のお客様にご不便ご迷惑をおかけいたします。

区民会議からのお知らせ

　区民会議は当日10人まで傍聴できます。
関心がある方は是非一度足を運んでみてください。

日　時… 7月25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
中央区区民会議 検索 http://kuminkaigi.jp/

第8回中央区区民会議を開催します
下落
合屋外

プール

下落
合屋外

プール
をご利用ください

※7月2日㈪～6日㈮、9日㈪～13日㈮、　17日㈫～20日㈮は
　屋内プールのみとなります

※下水道工事に伴い、一定期間中駐車場の一部が使用できなくなります。
　詳しくは下落合プールまで。

6月30日㈯～9月1日㈯

営業時間 9時～18時
料　　金 大人310円,
 小中学生・高校生100円
問 合 せ 下落合プール（中央区下落合）
 852･2518　 858･2621

　家庭児童相談室では児童に関する様々なご相談に応じて
います。秘密は厳守しますのでお気軽にご利用ください。
　なお電話でも受け付けています。 

日　時 月～金曜日（祝日を除く）
 9時～17時
場　所 区支援課内
問合せ 区支援課 840･6063
  840･6166

家庭児童相談のご案内家庭児童相談のご案内

7月上旬～11月下旬まで
保険年金課が移動します。

東側玄関が使用できなく
なります。

中庭側の一部通路が
狭くなります。

各階のトイレが改修に伴い、
片側ずつ使用中止となります。
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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
　7月の古い呼び名に「文月
（ふみづき、ふづき）」がありま
す。語源には様々な説がある
ようですが、七夕の夜に詩歌
を短冊に書いて供え、書道（あ
るいは習い事全般）の上達を願
った風習から名付けられたと
いうのが、広く知られている
説のようです。今年の七夕の短冊は、ていねいに心を込めて
書いてみたいと思います。

●安全な自転車走行を
　これからの時季、夏の解放感や暑さからくる疲れにより、
交通事故の多発が懸念されます。15日からは、夏の交通事故
防止運動が始まりますが、交通ルールを守り、交通マナーの
実践を習慣付けましょう。
　特に最近は、自転車に関わる交通事故が増加しています。
自転車も車両の一つであり、運転する者としての責任を自覚
した利用をされるようにお願いいたします。

　さて、7月中旬を中心に、中央区内各地域で「与野夏祭り」
が開催されます。なかでも、本町通り周辺では14日・15日の
二日間、二年ぶりに四町の大人御

 み こし

輿が渡
 と ぎょ

御をします。夏祭り
のだいご味をお楽しみください。
　夏祭りが終わると本格的な夏の暑さがやってきます。節電
に心がけながらも、健康には十分留意され元気でお過ごしく
ださい。 中央区長　野原 勇

開設日時
7月29日㈰　8時30分～17時15分
※区役所の一部業務を取り扱います。
 主な取扱い業務
 住民異動届、戸籍の届出、国民健康保険、国民年金
の届出、各種証明書の交付など。
※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

与野本町児童センター （中央区本町東）

「なつまつり」
児
童
セ
ン
タ
ー
の
お
知
ら
せ

日時… 7月12日㈭
 10時30分～11時30分
内容… 水ヨーヨーとかんたんな工作等
対象… 乳幼児とその保護者
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）

「こどもフェスティバル」

日時… 7月24日㈫
 ①10時～11時  
 ②14時～15時30分
対象… ①乳幼児とその保護者
 ②小学生
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…7月19日㈭
 10時30分～11時30分 
対象…乳幼児とその保護者
問合せ…向原児童センター
 　 ・ 834・6083

「親子であそぼう、
　　　　　　　なつまつり」

中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会

●ひとり親家庭対象
　「親子でリフレッシュ」
～小田原箱根方面 親子で楽しむイベント～
日　時…7月29日㈰　7時30分～19時
対　象…区内在住ひとり親家庭の親子
 （子どもは3歳～中学生まで）
定　員…40人（応募多数の場合は抽せん）
費　用…親子2人で2,000円
 子ども1人追加1,000円
申込み・問合せ 
　　　…電話又はファクスで、住所、参加者全員の
 氏名、年齢、電話番号を7月17日㈫までに
　　　　与野地区社会福祉協議会へ
　　　　 ・ 859・5881

無　
　料

「健康・介護予防」講座「健康・介護予防」講座
日　時… 7月14日㈯  14時～15時30分
会　場…埼玉精神神経センター（中央区本町東）
 本館7階 シナプス
内　容… 高齢者の頭痛について
講　師… 坂井 文彦 氏（埼玉精神神経センター神経内科医）
申込み・問合せ…電話又はファクスで、氏名、電話番号を
 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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