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中央区中央区

  与野公園清掃
  シルバーシェフクッキングスクール

日　　時… 5月14日㈯
 8時～（1時間程度)
 ※小雨決行・荒天中止
集合場所… 与野本町公民館前（中央区本町西）
問 合 せ… 中央区コミュニティ協議会事務局
　　　　　（区コミュニティ課内)
 840・6020
 840・6161

日　　時 5月20日㈮・21日㈯　19時～（雨天中止）
会　　場 与野公園（中央区本町西）
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

日　　時… 6月14日（火)  10時～13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）
メニュー… 生野菜と果物の酵素をとりいれた健康料理
対象・定員… 区内在住60歳以上の男性・25人（先着順)
費　　用… 300円
申 込 み… 5月9日（月）～31日（火）に、電話又はファクスで
 与野地区社会福祉協議会へ　 ・ 859･5881

●与野地区社会福祉協議会

平成23年度平成23年度

中央区まちづくり推進事業予算中央区まちづくり推進事業予算

問合せ問合せ　　区総務課　区総務課　 840･6013　840･6013　 840･6160840･6160

●まちづくり基本経費●
441万8千円

　区民会議・市民活動ネットワー
ク運営や区長マニフェスト作成な
ど区民参加を進めるための予算
です。

まちづくり推進事業予算は、区の特徴を活かした魅力あるまちづくりを進めるための予算です。
この予算は「まちづくり基本経費」「まちづくり事業経費」「区民満足度UP経費」から成り立っており、内訳は次のとおりです。

総額 1億4,428万8千円

●区民満足度UP経費●
1億551万9千円

　道路・下水道の緊急修繕や街路
灯・カーブミラーの修繕など区民
の要望等に即時対応するための予
算です。

●まちづくり事業経費●
3,435万1千円

　彩の国さいたま芸術劇場周辺を
アートストリートとして整備するこ
とや区民まつりの支援など区民と
の協働で魅力あるまちづくりを進
めるための予算です。

ばらまつり前日の夜と初日の夜に、与野公園にキャンドルを灯します。
幻想的なキャンドルに照らされるバラをどうぞお楽しみください。

キャンドル・アート・ナイトキャンドル・アート・ナイト
バラのまち中央区アートフェスタ
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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

　4月1日に中央区役所の区長に就任いた
しました野原勇です。どうぞよろしくお
願いいたします。

　さて、去る3月11日に発生した東日本大
震災により被災をされました方々に、改
めて哀悼の意とお見舞いを申し上げます。
　区役所でも大きな揺れを感じ、来庁されていた方々には一時避
難をしていただきました。その後も計画停電により、証明書等の
発行が遅れるなどご迷惑をおかけしましたが、ご理解をいただき
感謝いたします。
　今回の災害は未

み ぞ う

曾有の規模の地震と津波に加え、原子力発電所
の事故も重なるという、日本社会が初めて経験するものでした。
　このため風評被害も懸念されていますが、区民の皆さんには冷
静な判断と行動をお願いします。普段どおりの生活をすること
が、何よりも被災地の復興支援に役立つことになります。
　中央区では、今後も積極的な情報の収集と提供に努め、安心・
安全なまちづくりを、より一層推進していきます。
　国家的危機を乗り越えるため、みんなでひとつになって、がん
ばりましょう。
 中央区長　野

 の はら

原　勇
いさむ

今月の今月の日曜納税窓口日曜納税窓口

取り扱い業務は、市税と国民健康保険税の納付と納付
相談です。

日　　時 5月29日㈰　9時～17時
会場・問合せ 市税（区役所2階 収納課）
 840･6042　 840･6164
 国民健康保険税（区役所1階 保険年金課）
 840･6073　 840･6168
※他の区役所収納課・保険年金課でも開設しています。

今月の開設日時　5月29日㈰　9時～17時

対　象 区内在住の方（幼児は保護者同伴・大人ひとりでの参加も可)

定　員 与野本町…43組　向原・大戸…20組 （いずれも先着順)
申込み 5月2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。

　毎月最終日曜日に、区役所を開設し、一部の窓口
業務を行います。（支所・市民の窓口を除きます)
　詳しくは、市報さいたま（全市版）10ページをご覧く
ださい。

※区役所の一部業務を取り扱います。
※日曜納税窓口も同時に実施しています。
※手続きにより、必要な書類があるもの、取り扱いできな
いもの、当日完了しないものがありますので、事前にコ
ールセンター（ 835･3156、 827･8656）又は各担当
課へお問い合わせください。

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

児童センターのお知らせ
与野本町児童センター （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

児児童童セセンンターター  dede  花花づづくくりり
ーみんなで育てよう　子どもと花・みどりー

☛児童センターでは「園芸ボランティア」を募集中！詳しくは各児童センターへ

5月28日㈯  10時30分～11時30分（雨天決行)

中央区
花づくり事業

参加された方全員に参加された方全員に
ミニバラプレゼント!ミニバラプレゼント!

毎月最終日曜日、毎月最終日曜日、
区役所の窓口を臨時開設します区役所の窓口を臨時開設します

（試行実施）（試行実施） 日　　時 5月25日㈬　10時～
会　　場 中央区役所3階　301会議室
傍聴定員 10人（先着順）
問 合 せ 区コミュニティ課　 840･6020　 840･6161

区民会議からのお知らせ

第1回中央区区民会議
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