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●与野地区社会福祉協議会

区区民民ままつつりり中央区中央区　　　　広げよう広げよう
コミコミュュニテニティのィの輪輪

日  時 1111月月1010日土・日土・1111日日日日
  10時～16時10時～16時
会  場 けやきひろばけやきひろば（中央区新都心）（中央区新都心）

けやきひろば2階・1階けやきひろば2階・1階（プラザ2）（プラザ2）・東西自由通路・東西自由通路
※※本年度は区役所本館耐震補強工事・下水道工事に伴い会場が、本年度は区役所本館耐震補強工事・下水道工事に伴い会場が、
　けやきひろばになりました。　けやきひろばになりました。
※天候によって内容が変更になる場合があります※天候によって内容が変更になる場合があります
※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
（駐車場の用意はありません）（駐車場の用意はありません）

◉詳しくは、今月一緒にお配りしたリーフレットをご覧ください◉詳しくは、今月一緒にお配りしたリーフレットをご覧ください
問合せ 問合せ 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） 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） 
  840・6020　840・6020　 840・6161 840・6161 

　今年も、中央区区民まつりを開催します。中央区コミュニティ　今年も、中央区区民まつりを開催します。中央区コミュニティ
協議会（「コミ協」）加入団体等の出店・出演をはじめ、友好都市協議会（「コミ協」）加入団体等の出店・出演をはじめ、友好都市
の物産やさまざまなパフォーマンスをご用意しております。ぜひ、の物産やさまざまなパフォーマンスをご用意しております。ぜひ、
ご来場ください。ご来場ください。

日　時 11月17日㈯　13時～
会　場 さいたまスーパーアリーナ TOIRO（中央区新都心）
問合せ アートフェスタ実行委員会事務局 会長  加藤 833・8909
 区コミュニティ課　 840・6020　 840・6161

中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会

日　時… 12月3日㈪　13時～15時30分
会　場… 与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）
内　容… 誰もが住み慣れた地域で
 安心して暮らせる街を目指して
講　師… 菱沼幹男氏（日本社会事業大学社会福祉学部  専任講師）
対象・定員…区内在住の方・250人（先着順）
申込み・問合せ…電話又はファクスで、氏名・電話番号を
与野地区社会福祉協議会へ　 ・ 859・5881

福祉ネットワーク講座 「地域で支える見守り活動」

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 11月28日㈬  10時～
会　場 中央区役所2階
 多目的室
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10回中央区区民会議を開催します

バラのまち中央区アートフェスタ 入場
無料

バラのまち中央区から音楽を通して「LOVE&PEACE（ラブ アンド ピース）」を発信します。
さいたま市にゆかりのあるアマチュアミュージシャンたちが参加して愛と平和を奏でます。さいたま市にゆかりのあるアマチュアミュージシャンたちが参加して愛と平和を奏でます。
ぜひ皆さんもお立ち寄り下さい。ぜひ皆さんもお立ち寄り下さい。

無料
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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

参加者に参加者に
ミニバラミニバラ
プレゼントプレゼント

　木々の葉も色づき、秋も深まっ
てまいりました。区民の皆さんは
いかがお過ごしですか。

●七つ前は神のうち
　11月にはさまざまな行事がありますが、その一つに「七五
三」があります。子どもが無事に育ったことを感謝し、健や
かな成長を祈る行事です。
　昔は、子どもが順調に育つには厳しい環境だったので、「七
つ前は神のうち」といい、七才までの子どもは、まだこの世
にその命が定着していない状態であると考えられていました。
そのため、無事に人生の節目を通過するたびに、その成長を
心からお祝いをしてきました。

　現代の日本では、医学の進歩等に
より幼児死亡率は格段に低くなりま
したが、その一方で、虐待により命
や心が奪われたり、傷ついている子
どもたちが年々増えています。
　11月はオレンジ色のリボンをシン
ボルにした「児童虐待防止推進月間」
でもあります。虐待を発見したり、
子どもからのSOSに気づいた時には、
児童相談所や区支援課にご相談くだ

さい。子どもたちの明るい笑顔を絶やさないために。
 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

全国秋季火災予防運動実施
（11/9金～15木）

平成25年4月保育所入所平成25年4月保育所入所
申込み受付中申込み受付中

　現在、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

　中央消防署では全国秋季火災予防運動にあわせて
消防訓練等を実施します。区民の皆様の参加をお願
いします。
日　時 11月8日（木）　9時～11時30分頃まで
会　場 イオンモール与野（中央区本町西）
内　容 「はしご車による放水・救出訓練」
 「車両展示」・「消防団員募集」　など

注1） 11月3日㈷は、中央区は別館（区役所東側、郵便局隣、
児童相談所のある建物）で受け付けます。

注2） 平成25年4月開設予定保育園が第一希望の方は、保育
園所在地の区役所支援課にお申し込み下さい。

（各日9時から17時まで）

問合せ 中央消防署管理指導課
 852・9119　 857・8473

問合せ 区支援課　 840・6061　 840・6166

会場
11月

第一希望
保育園

各区役所
支援課

1日㈭・2日㈮ ○  ○
3日㈷ ×  ○（注1）

4日㈰ 受付しません
5日㈪・6日㈫ ○  ○

9/1㈯　避難場所運営訓練にて

9/20㈭　いこい荘訪問。
視覚障害者協会マッサージ
ボランティアの皆さんによ
るマッサージ体験の様子

児童センターの
　　　　お知らせ

与野本町児童センター・老人憩いの家 （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

会　場 与野本町児童センター・向原児童センター・大戸児童センター
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歓迎！）
定　員 与野本町…43組　向原・大戸…20組 （いずれも先着順)
申込み 11月4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
11月17日㈯  10時30分～11時30分（雨天決行)

ーみんなで育てよう 子どもと花・みどりー 中央区花づくり事業“中央区児童センター同時開催”

児童センターの敷地およびプランター
等に花の苗を植えます。

☛児童センターでは、園芸ボランティアを募集しています。



<<
  /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


