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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

※応募者は当日スタッフ名簿に登録され、各イベントごとに実行委員会
から必要人数に応じ出欠確認の連絡をさせていただきます。
　詳細は各回ごと参加の方にのみ通知致します。尚、実行委員会側で
ボランティア保険に加入致します。

日　時…8月18日㈯　10時～14時
会　場…与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）
対象・定員…区内在住で5歳以上の子どもとその保護者・12組
　　　　　　（応募者多数の場合は抽せん）
費　用…無料
申込み・問合せ…往復はがきで、住所、氏名、年齢、電話番号を
8月10日㈮（必着）までに 本多明朗 へ
〒338-0014 中央区上峰3-14-16　※結果は全員に通知します。
・ 852・4023

●上落合盆踊保存会

●ふるさと与野の生活文化を楽しむ会

さいたまの盆踊り

親子で作作る！朝まんじゅうに昼昼うどん

日　時…8月23日㈭～25日㈯　18時～21時30分
会　場…JR北与野駅南口広場（中央区上落合）
イベント (18時～19時)
・23日 与野東中学校 ポップコーンサウンズオーケストラ
・24日 与野鴻沼太鼓
・25日 ごろく会 「お囃

はやし

子」
 地元小学生のよさこい踊り
 よさこい彩雅組 「よさこいソーラン」
※各日17時～　打ち水大作戦
問合せ…上落合盆踊保存会　佐藤　 852･9971

イベント当日ボランティアを
募集します募集します

アートフェスタ実行委員会からのお知らせ

イベント期日… ●「蔵のまちコンサート」 9月30日㈰
 ●「Love＆Peaceコンサート」 12月8日㈯（予定）
 ●「キャンドル・アート・ナイト」 12月15日㈯
 ●「区民コンサート」 平成25年2月17日㈰
対象…18歳以上の方
主な活動内容…会場設営・誘導・プログラム配布など
申込み…ファクス又はEメールで住所・氏名・生年月日・電話番号を
　　　8月20日㈪までにアートフェスタ実行委員会事務局　徳永へ
　　　 857・1781　 857・1876　 artfesta2007＠yahoo.co.jp
問合せ…区コミュニティ課　 840・6020　 840・6161

イベント当日スタッフとして、アートフェスタ
実行委員と共にアートを活かしたまちづくり
に参加してみませんか？
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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

　暑い日が続いておりますが、
8月7日は立秋、暦の上では秋
に入ります。夏バテされぬよう、
健康にはご留意ください。

●夏のイベントに
　参加しませんか
　中央区では四季折々、様々な
イベントが開催されていますが、今月号でお知らせしている、
「水かけまつり」や「さいたまの盆踊り」などは、市内外から多
くのお客様が訪れます。まだご存知でない方は、ぜひ一度ご
参加ください。
　また、区内の児童センターや図書館では、夏休み中の子ど
もたちに楽しんでもらおうと、趣向を凝らした催しものを準
備しております。定員が少ない催しものもありますので、今
月のお知らせをご確認ください。

●伝統的七夕の日をご存知ですか
　七夕といえば7月7日ですが、現在の暦では梅雨の盛りとな
り、なかなか星空は見られません。
　そこで、国立天文台では、旧暦(太陰太陽暦)の七夕に近い
日を「伝統的七夕」の日とし、この日に夜空を眺め、月や星を
観察することを提唱しています。
　 「伝統的七夕」の日は毎年変わり、今年は8月24日となりま
す。明かりを消して夜空を見上げ、私たちの未来に思いを馳
せてみませんか。 中央区長　野原 勇

中央区役所本館
耐震補強工事のお知らせ

与野本町児童センター （中央区本町東）

「おばけ大会」
児
童
セ
ン
タ
ー
の
お
知
ら
せ

日時… 8/22㈬ ①10時～11時30分
  ②14時～16時00分
 8/23㈭ ③10時～11時30分
対象… ①未就学児とその保護者 
 ②小学生  
  ③どなたでも
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）

「小学生あつまれ～！」

日時… ①8/7～21毎週火曜日
 　14時～14時30分
 ②8/28㈫  14時～15時
内容… ①チャレンジ遊び
 ②工作遊び
対象… 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… 8/23㈭
 13時30分～15時30分 
対象… 未就学児とその保護者・ 
 小学生
問合せ…向原児童センター
 　 ・ 834・6083

「おばけ大会」

　ただいま、中央区役所本館で耐震補強工事を実施
しております。
　ご来庁のお客様にご迷惑おかけいたします。
※窓口業務は通常通り行っています。
問合せ　区総務課　 840・6013　 840・6160

第54回  光の庭プロムナード・コンサート

日時…8月4日（土）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）
出演…新井英夫（ダンス）、原田靖子（パイプオルガン）、大鹿智子（ことば）、ドゥイ（美術）
問合せ…彩の国さいたま芸術劇場  音楽担当　 858・5506　 858・5515

構成：大塚直哉

夏休みスペシャル～るるる・られる～
毎年恒例のパイプオルガンに笛や太鼓、声とダンスがつくり出す、絵本
から飛び出したサーカスのようなコンサートです。
まるで音がおどり、からだが奏で絵ふでがしゃべるかのようなイマジネー
ションあふれる世界をどうぞお楽しみに！

入場
無料

開設日時 8月26日㈰ 8時30分から17時15分まで
  ※9時から16時までは、手話通訳者がいます。
  全10区役所（支所・市民の窓口を除く）で開催します。
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
などの届出業務。
●住民票の写し、印鑑登録証明などの各種証明書の交
付業務。

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 856・1111（代表）

日曜納税窓口も同時に開設しています
※区役所の一部業務を取扱います。
※手続きにより、必要な書類があるもの、当日完了しな
いものがありますので、事前にさいたまコールセンター
へお問い合わせください。
　 835･3156  827･8656

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

▲与野本町駅前にて



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ([')
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


