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「区の花」「区の花」とと「オリジナルナンバープレート」「オリジナルナンバープレート」のの
デザインイメージを選ぶデザインイメージを選ぶ区民投票を実施します！区民投票を実施します！

「区の花」をPRし、区民の皆さんに親しんでいただくため、「区の花」のデザインと、
そのデザインを活用した原付バイクの「オリジナルナンバープレート」を作成します。
これらのデザインイメージを選ぶため、区民投票を実施します。区民の皆さんから
の投票をお待ちしております。

投票期間 7月1日（金）～14日（木）
投票場所 区役所、コミュニティセンター、鈴谷公民館
投票方法 投票用紙又はさいたま市ホームページからの投票

 ※詳しくは投票用紙又は、さいたま市ホームページ（http://www.city.saitama.jp/index.html）を

 　ご覧ください。

問 合 せ 区コミュニティ課　 840･6020　 840･6161
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投票所 （下落合団地
    　　保育園）
投票所 （下落合団地
    　　保育園）
投票所 （下落合団地
    　　保育園）

区内2か所に期日前投票所を設置します。
投票日当日に用事等がある方は、ぜひご利用ください。 変更前　与野愛仕幼稚園

変更後　下落合団地保育園（下落合3-8-2）
対　象　大字下落合、下落合2丁目、下落合3丁目1

～11番に在住の方

さいたま市選挙キャラクター
みらいクン

問合せ
区選挙管理委員会事務局（区総務課内）
840・6014　 840・6160

会　場 日　時

中央区役所
（中央区下落合5-7-10）

7月15日㈮～30日㈯
8時30分～20時
※停電時も受付できます。

西与野コミュニティホール
（中央区桜丘2-6-28）

7月23日㈯～30日㈯
10時～18時
※停電時は受付を休止します。

※会場により開設日時が異なります。
また、車を利用する方は中央区役
所をご利用ください。

期日前投票をご利用ください
7月31日に埼玉県知事選挙が執行されます

第8投票区の
投票所が変わります



C H U O   2 0 1 1 . 7
3

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

　いよいよ夏本番。子どもたちに
は楽しい夏休みがやってきます。

●人も車も自転車も  安心・安全  
　中央区
　夏は、開放感が引き起こす無謀
運転、暑さや行楽の疲労による交
通事故の多発が懸念されます。15
日から始まる夏の交通事故防止運
動の重点目標には「子どもと高齢者の交通事故防止」「自転
車・バイク乗用中の交通事故防止」「飲酒運転の根絶」が掲げ
られています。交通ルールを守り、安全確認をすることで
交通事故の防止に努めましょう。

●投票をお忘れなく
　7月31日は、埼玉県知事選挙の投票日です。当日都合で
投票できない方は、期日前投票ができます。貴重な一票を
無駄にせず、ぜひ投票されますようお願いします。

　夏場は、熱中症や食中毒にかかりやすい時期です。体調
管理には十分注意をしていただき、夏休みでお出かけの際
には事故のないように気をつけて、元気でお過ごしください。
 中央区長　野

 の はら

原　勇
いさむ

7月の休日開設及び日曜納税窓口を
中止します

　7月31日（日）の休日開設は、さいたま県知事選挙と
重なるため、中止します。
問合せ
 開設に関すること／
  区総務課 840･6013　 840･6160
 国民健康保険税に関すること／
  区保険年金課 840･6073　 840･6168
 その他の市税に関すること／
  区収納課 840･6042　 840･6164

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）

なつまつり！
日時…7月14日㈭
　　　10時30分～11時30分
内容…水ヨーヨーとかんたんな工作等
対象…乳幼児とその保護者
問合せ…与野本町児童センター
　　　　 855・5655　 855・5699

大戸児童センター （中央区大戸）

こどもフェスティバル
日時…7月20日㈬
 ①10時～11時30分 
 ②14時～16時
対象…①幼児とその保護者 ②小学生
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…①7月13日㈬
　　　　10時30分～11時30分
　　　②7月20日㈬ 14時～16時
対象…①幼児とその保護者 ②小学生
申込み…7月1日㈮の9時から、直接同児童
　　　　センターへ　 ・ 834・6083

夏のおたのしみ会

区民会議からのお知らせ

　区民会議は当日先着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 7月27日㈬　10時～
会　場 中央区役所3階
 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2回中央区区民会議を開催します
下落
合屋外

プール

下落
合屋外

プール
をご利用ください

※7月4日㈪～8日㈮、11日㈪～15日㈮は
　屋内プールのみとなります

7月2日㈯～8月31日㈬

営業時間 9時～18時
料　　金 大人310円
 小中学生・高校生100円
問 合 せ 下落合プール（中央区下落合）
 852･2518　 858･2621

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

ぼく

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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