
2

中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会

　9月21日㈮から30日㈰まで、正しい交通マナ
ーの実践を促し、交通事故防止を徹底するため、
秋の全国交通安全運動を実施します。
　それにともなって「交通安全大会」を行います。

日　時…9月16日㈰　13時30分～
会　場…市産業文化センター（中央区下落合）
問合せ…浦和西交通安全協会（浦和西警察署内）

　 ・ 855・3320

日　時…10月20日㈯　9時30分～
集合場所…与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）玄関
※雨天時11時に同コミュニティセンター　多目的ルームへ
定員…150人（先着順）※小学生以下は保護者同伴
申込み・問合せ…はがきで、住所・氏名・
年齢（小学生以下のみ）・電話番号を、
9月4日㈫から10月10日㈬までに
〒338-0012 中央区大戸3-4-15 岡田へ
・ 833・9842

出演者 吉武大地（バリトン歌手）・CONBRIO（ゴスペルグループ）
問合せ ▶バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会
 　会長 加藤 833・8909
 ▶区コミュニティ課 840・6020　 840・6161
 ※車での来場はご遠慮ください。
 ※雨天の場合、プログラム変更となる場合があります。

 日　　時  11月10日㈯・11日㈰ 10時～16時
 出演時間  10分～30分 （出入り含む）
 出演場所  けやきひろば（中央区 新都心）
 ※本年度は区役所本館耐震補強工事・下水道工事に伴い、
 　けやきひろばになりました。

 内　　容  器楽演奏・ダンス・合唱・大道芸など
 対象・募集数 
 区民及び区内団体・若干数（応募者多数の場合は抽せん）
 申込み・問合せ 
 往復はがきで、住所・氏名（団体名・代表者名）・
 電話番号・出演内容を9月14日（金）（必着）までに
       〒338-8686（住所不要）　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）へ
 ※結果は全員に通知します
 840・6020　 840・6161

●浦和西交通安全協会 ●彩食クラブよの 

交通安全大会を開催します ウォーキングと健康食講座
無　
　料

入 場
無 料

参加費
無料

「蔵のまちコンサートコンサート」開催のお知らせ♪
 バラのまち中央区アートフェスタ

区民まつり ス  テ  －  ジ  出  演  者  募  集 

ご来場の方にご来場の方に
ミニバラ プレゼントミニバラ プレゼント
※数に限りがあります。

吉武 大地 CONBRIO

写真は2011年の様子

日　時 9月30日㈰　13時30分～
会　場 埼玉縣信用金庫与野支店 臨時駐車場
 （中央区本町西・与野本町通り沿い）
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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

　学校では2学期が始まりま
した。新学期になったばかり
のころは、生活リズムが変わ
り体調を崩しがちです。体調
管理には十分気を付けてお過
ごしください。

●ご長寿おめでとうございます
　9月の第3月曜日は「敬老の日」です。長年にわたり社会の発
展に尽力されてこられた方々に感謝の意を表するとともに、
心から長寿のお祝いを申し上げます。
　平成24年8月1日現在、中央区の人口は9万6千人を超えま
したが、この内65歳以上の方は約1万7千人、100歳以上の方
は25人いらっしゃいます。
　市では、今年4月、市民一人ひとりが生涯にわたって尊厳
を保ち、安心して長生きすることができる地域社会を実現す
るため、「誰もが安心して長生きできるまちづくり条例」を制
定しました。区といたしましても、高齢者の方々がいつまで
も健康で安心して暮らせるように、社会参加や健康づくりの
機会の充実に努めてまいります。

　秋の全国交通安全運動が21日から30日まで実施されます。
今回の運動の基本は『子どもと高齢者の交通事故防止』ですが、
人も車も自転車も、お互いに交通ルールを守り、思いやりの
ある運転を心がけましょう。
 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）

「プチタイム」
児
童
セ
ン
タ
ー
の
お
知
ら
せ

日時… 9月4日～毎週火曜日
 11時～11時20分
内容… 体操・紙芝居など
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

大戸児童センター （中央区大戸）

「ハイハイサロン」

日時… 9月6日～毎週木曜日
 10時30分～11時
内容… ふれあい遊びと保護者同士の 
 仲間づくりなど
対象… 4～10か月程度の乳児と  
 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）

お友達づくりのきっかけにしませんか?
日時… 9月7・14・28日の金曜日
 11時～11時30分 
内容… 親子のふれあい遊びや情報 
 交換など
対象… 0歳児とその保護者
問合せ…向原児童センター
 　 ・ 834・6083

「親子であそぼう０歳児」

　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

開設日時 9月30日㈰ 8時30分～17時15分
  ※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

無　
　料

与野本町公民館・地域包括支援センターナーシングヴィラ与野与野本町公民館・地域包括支援センターナーシングヴィラ与野
共催講座 共催講座 

～救 命 講 座～～救 命 講 座～
日　時… 9月25日㈫  10時～12時
会　場…与野本町公民館（中央区本町西）
内　容… 心肺蘇

そ

生法とAEDの使用法について
講　師… さいたま市消防局 救急課職員
 地域包括支援センターナーシングヴィラ与野 看護師
対象・定員… 20歳以上の方・30人（先着順）
申込み・問合せ… 9月4日㈫の9時から、直接又は電話で
 　　　与野本町公民館へ　 853・6007

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 9月26日㈬  10時～
会　場 市産業文化センター（中央区下落合）
 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9回中央区区民会議を開催します

区役所庁舎前にて
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