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問合せ　区コミュニティ課　 840･6020　 840･6161

♪渡
わたなべ

部 真理子

♪長島 萌

今年度第1回目の
ロビーミニコンサートは
バイオリンとピアノの
二重奏です。
どうぞお楽しみください。

かけ抜ける夏かけ抜ける夏 ～未来への跳躍～ ～未来への跳躍～

日　時 6月24日(金)
 12時15分～13時
会　場 中央区役所1階ロビー
出　演 長島 萌（バイオリン）、渡

わたなべ

部 真理子（ピアノ）
曲　目 カルメン、夏の思い出、浜辺の歌 ほか
問合せ 区コミュニティ課　 840･6020　 840･6161

■平成22年度区長マニフェスト評価書を作成しました
区長マニフェストは、毎年度、評価検証することとしており、皆さんの貴重なご意見を基に作成しました。
アンケート調査にご協力いただいた方々に感謝申し上げます。
評価書は区内各施設で配布、区ホームページに掲載しておりますのでご覧下さい。

区総務課　 840・6013　 840・6160

区長マニフェスト区長マニフェスト平成23年度
バラのまち中央区

　さいたま新都心や芸術劇場があり、交通利便性もよく住みやすいまち。四季
折々の伝統行事も多く、コミュニティ活動が盛んなまち。
　こうした地域の魅力をさらに高めるための取り組みを積極的に推進し、区民に
「愛され、親しまれる区役所」を目指していきます。

重
点
取
組
事
項

1 市民に身近な行政サービスを充実します1 市民に身近な行政サービスを充実します
　多様化する市民ニーズに迅速・的確に対応するため、区役所で取り扱う
業務を拡大し、きめ細かな行政サービスを素早く提供できる区役所改革に
取り組みます。

2 花と緑があふれる、心豊かなまちづくりを推進します2 花と緑があふれる、心豊かなまちづくりを推進します
　緑化意識の向上と、区民同士のふれあいや絆

きずな

を深めるため、身近な場所
で緑に出会う機会の創出や、区の緑化推進のシンボルフラワーである「区
の花」のPRなどを行います。

3 地域資源をいかしたまちづくりを推進します3 地域資源をいかしたまちづくりを推進します
　歴史ある街並みや新しい都市空間など新旧の地域資源とアートを融合さ
せ、個性あるまちづくりを進めます。

　4月20日、中央区区民会議から星野会長が出席し、活
動の成果を清水市長に報告しました。
　中央区区民会議の第4期活動報告書は、区役所の情
報公開コーナーで閲覧できます。また、市ホームページで
も公開していますので是非ご覧ください。
（http://www.city.saitama.jp/）

区民会議からのお知らせ

○第4期活動報告会

星野会長から清水市長に▲
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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

中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会

　木々の緑も一段と深みを増す6月になり
ました。この時季は、蒸し暑さや梅

  つ ゆ  ざむ

雨寒で
体調を崩しがちです。
健康管理には十分お気をつけください。

●第5期区民会議がスタートしました
　区民会議は、中央区の魅力あるまちづく
りを、区民の皆さんと協働で推進するため
に設置されたものです。
　これまでも、区民会議からは様々な提言をいただいておりま
すが、その中でも今年度で6年目を迎える「バラのまち中央区ア
ートフェスタ」は区民会議の提案から生まれたものです。第5期
の皆さんには、新たな視点から活動いただけることを期待いた
します。

●節電に引き続きご協力ください
　暑い夏を前に、電力供給不足が懸念されています。
　区役所では夏の間、冷房は弱めに設定し、ノーネクタイ・ノー
上着の軽装で執務を行います。
　区民の皆さんも、暮らしの中でできる節電への取り組みに、
ご協力をお願いいたします。

　平成23年度区長マニフェストを策定しました。中央区の魅力
をさらに高めるために、各種事業に積極的に取り組みますので、
引き続きご支援、ご協力をお願いいたします。
 中央区長　野

 の はら

原　勇
いさむ

今月の日曜納税窓口
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 6月26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。

日　　時 6月26日㈰　9時～17時
※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　

  ひとり親家庭 「親子でリフレッシュ」

  リサイクル・ワークショップを開催します

  市民フォーラム

知っていますか？「口腔
くう

がん」という病気

 さいたま市誕生10周年記念事事業 

山梨　桃狩り＆お楽しみ？イベント
日　時…7月24日（日） 8時～18時30分
対　象…区内在住のひとり親家庭の親子
 （子どもは中学生以下）
費　用…親子2人で2,000円程度
問合せ…与野地区社会福祉協議会
　　　　 ・ 859・5881

日　時…6月12日（日） 11時～16時
会　場…市民活動サポートセンター
　　　　（浦和駅東口・コムナーレ9階）
内　容…マイバックの展示及びリサイクルワークショップ
対象・費用…小学生以上・100円
問合せ…齊藤　 ・ 853・2188
　　　　資源循環政策課  829・1337  829・1991

日　時…6月19日（日） 10時～11時
会　場…ブリランテ武蔵野 2階 サファイヤ
　　　　（中央区新都心）
講　師…片倉 朗氏（東京医科歯科大学教授）
定　員…30人（先着順）
申込み…6月10日（金）までに電話又はファクスで
　　　　与野歯科医師会へ
　　　　 855・3151 857・2762

　家庭児童相談室では児童に関する様々な相談に
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　9時～17時
場　所 区支援課内
問合せ 区支援課
 840･6063
 840･6166

●与野地区社会福祉協議会

●さいたま市リサイクル女性会議中央区支部

●与野歯科医師会

のご案内家 庭 児 童 相 ののの談

最終日曜日に最終日曜日に
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
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