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 ＠芸術劇場
With

第57回光の庭プロムナード・コンサート
トワイライトスペシャル～心あたたまるクリスマス～

 日　時  12月15日（土）　16時30分～18時30分 ※雨天の場合、キャンドルの一部を中止します。
 ▶プロムナード・コンサート（17時～17時40分）
 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）

ゆらめくキャンドルの幻想的な雰囲気をお楽しみいただけるキャンドル・アート・ナイト。
今回は彩の国さいたま芸術劇場で開催される「光の庭プロムナード・コンサート～トワイライト・スペシャル～」の
クリスマスにぴったりの素敵な生演奏と一緒にお楽しみ下さい。

募集人数 5人程度
応募資格 区内在住、在勤、在学の18歳以上の方
応募方法 ▶中央区役所、区内公民館・コミュニティセンターに置かれている応募用紙に必要事項、第

6期区民会議のテーマとなる「地域資源（区の花バラ）を活かしたまちづくり」についてのご
意見および応募動機（600～800字程度）を記入し、12月26日㈬（必着）までに郵送・ファ
クス・電子メールまたは直接中央区コミュニティ課へ。詳しくは公募チラシをご覧ください。
（結果は1月中に全員にお知らせする予定です）

 ▶応募用紙は中央区ホームページまたは中央区区民会議ホームページ「まちの種WEB版」
からもダウンロードできます。

 　 中 央 区 ホームページ  http：//www.city.saitama.jp/index_chuoku.html
 　 区民会議ホームページ  http：//kuminkaigi.jp/　 中央区区民会議 検索

問 合 せ 〒338-8686（住所不要）中央区コミュニティ課
（送付先） 840・6020　 840・6161　 chuoku‐community@city.saitama.lg.jp

来年度から動き出す第6期の委員を募集します。
テーマ「地域資源（区の花バラ）を活かしたまちづくり」
中央区の地域資源の活用についてみなさんで考えてみませんか？

問合せ バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会 加藤 ･ 833･8909
 区コミュニティ課 840･6020　 840･6161

出　演 花澤絢子（オルガン）・江田雅子（ソプラノ）
曲　目 J.S.バッハ=グノー：アヴェ・マリア
 シューベルト：アヴェ・マリア
 メンデルスゾーン：サルヴェ・レジーナ　他
コンサートに関する問合せ
 彩の国さいたま芸術劇場 音楽担当

858・5506　 858・5515

光の庭プロムナード・コンサート
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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区長長
　日ごとに寒さがつの
って来たと思ったら、
もう師走。区民の皆さ
んはいかがお過ごしで
すか。
　10月に、新潟市で指
定都市区長会議が開か
れ、大宮区長と共に参
加してまいりました。
全国に20ある政令指定
都市の区長たちと、様々な情報交換・意見交換を行えたことが、
何よりのお土産となりました。

　さて、今月、区内で行われる行事等を簡単にご紹介します。
　1日から14日まで、「冬の交通事故防止運動」が展開されます。
飲酒の機会が多くなる時期ですが、飲酒運転は犯罪です。「しな
い、させない、許さない」を合言葉に、家庭・職場・地域で飲酒運
転の根絶に取組みましょう。
　15日の夕刻には、彩の国さいたま芸術劇場で「キャンドル・ア
ート・ナイト」が開かれます。キャンドルが、劇場敷地内に並べ
られ点灯すると、幻想的な風景が浮かび上がります。
　21日の冬至には、本町の一山神社で、一年間の穢

けが

れを祓
はら

い、
来る年の無病息災・家内安全を願う「火渡り」が行われます。

　結びに、今年1年のご支援に感謝すると共に、皆さんが健康で
よい年を迎えられますようお祈り申し上げます。
 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

　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

中央区自治会連合会会長研修
宮城県　被災地視察にて

中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会

　区内小学生の皆さんに応募いただ
いた「明るい選挙啓発ポスター」を展
示します。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

期　間… 12月20日㈭～27日㈭
 8時30分～17時15分
 （土・日曜日、祝日を除く）

会　場… 中央区役所 1階フロア
問合せ… 中央区明るい選挙推進協議会事務局
　　　　（区総務課内）
 840・6014　 840・6160

明るい選挙啓発ポスター展示会

さいたま市
選挙キャラクター
みらいクン

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・休日、年末年始の閉庁日を除く） 
 9時～17時
場　所 区支援課内
問合せ 840･6063
 840･6166

家庭児童相談のご案内家庭児童相談のご案内

与野本町児童センター （中央区本町東）

「合同おたのしみ会」
☆ヨチヨチペンギン・
　親子教室キャロットさん☆

児
童
セ
ン
タ
ー
の
お
知
ら
せ

日時… 12月13日㈭
 10時30分～11時30分
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）

「冬のおたのしみ会」
～未就学児向け体操、ゲームあそびなど～

日時… 12月12日㈬
 10時30分～11時15分
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… 12月12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

「冬のおたのしみ会」
～親子であそぼう～

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
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