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中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会

区民まつり2011出店（展）者募集！区民まつり2011出店（展）者募集！

日　時 11月12日㈯・13日㈰　10時～15時30分
対　象 区民、区内団体および企業
コマ数 5コマ程度（応募多数の場合は抽せん）

費　用 負担金5,000円（テント・看板・机及びいす・電気配線込み）

申込み・問合せ
往復はがきで住所、氏名（団体名等）、電話番号、出店（展）内容
を8月31日㈬（必着）までに
〒338-8686（住所不要）中央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 公募係へ
※結果は全員に通知します。
840･6020 　 840･6161

広げよう広げよう広げよう
コミュニティの輪コミュニティの輪コミュニティの輪
広げよう広げよう広げよう
コミュニティの輪コミュニティの輪コミュニティの輪
広げよう広げよう
コミュニティの輪コミュニティの輪

●上落合盆踊保存会

●ふるさと与野の生活文化を楽しむ会

さいたまの盆踊り

親子でうどん作り

日　時…8月25日㈭～27日㈯
 18時～21時
会　場…JR北与野駅南口広場
イベント (18時～19時)
・25日 与野東中学校 ポップコーンサウンズオーケストラ、
 よさこい彩雅組
・26日 与野鴻沼太鼓
・27日 ごろく会お囃

はや し 

子、
 地元小学生のよさこい

踊り
※各日17時～　打ち水大作戦
問合せ…上落合盆踊保存会
 山崎　 852･3990

日　時…8月27日㈯　10時～
会　場…与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）調理室
対象・定員…区内在住の親子・6組（応募多数の場合は抽せん）
費　用…無料
申込み・問合せ…往復はがきで住所、氏名（参加希望者のふりがな）、
年齢（学年）、電話番号を8月10日㈬（必着）までに
〒338-0014  中央区上峰3-14-16　本多へ　※結果は全員に通知します。
・ 852・4023

例年たくさんの人出でにぎわう中央区区民まつりでは、
今年も「コミュニティの輪」をさらに広げるため、出店（展）者を公募します。

ふるってご応募ください。

●中央区バラサポーター&
　公益財団法人さいたま市公園緑地協会

バラ育成講習会

日　時…9月3日㈯　9時30分～11時30分
会　場…与野公園バラ園（中央区本町西）
内　容…秋バラを美しく咲かせる剪

せんてい

定
講　師…京成バラ園　大川原  清光氏
対象・定員…区内在住の方・50人（応募多数の場合は抽せん）
費　用…500円
申込み・問合せ…往復はがきで、
講座名、住所、氏名、電話番号
を8月20日㈯（必着）までに
〒338-0004 中央区本町西1-1-12
清水へ
854・8592
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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
　梅雨の合間をぬって、与野西北
小学校の3年生と下落合小学校の2
年生が、区役所見学に来ました。
率直で面白い様々な質問に、担当
職員は冷や汗をかきながら答えて
いました。
　将来を担う子どもたちの目に、区役所の様子はどのよう
に映ったでしょうか。

●残暑お見舞申し上げます
　8月8日は「立秋」。この日から、暦の上では秋となりますが、
残暑が厳しく、実際には一年で最も暑い時期といわれてい
ます。水分をこまめに取り、無理をしないで元気にこの夏
を乗り越えましょう。
　そして、夏休みも終わりに近い8月25日から27日、JR北
与野駅南口広場では、恒例の「さいたまの盆踊り」が催され
ます。踊りの輪に参加して、夏バテを吹き飛ばしましょう。

●これから台風の季節です
　過去半世紀ほどの統計からみると、関東地方に接近する
台風は8月が最も多く、次いで9月、10月の順番となってい
ます。また近年は、ゲリラ豪雨と呼ばれる、短時間に局地
的な大雨が降ることも多くなっています。
　風水害から身を守るために、ラジオやテレビで最新の天
気予報をチェックするとともに、家の周りを点検し、川の
増水などにも注意をしましょう。 中央区長　野

 の はら

原　勇
いさむ

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）

おばけ大会
日時… 8月24日㈬
 ①10時～11時30分
 ②14時～15時30分
対象… ①幼児とその保護者 
 ②小学生
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）

元気にたいそう
幼児向けの体操・手遊
び・読み聞かせなど
日時…毎週月・水・金曜日
 10時30分～11時
対象…幼児とその保護者
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）

親子のふれあい遊びなど
日時…8月5日㈮・12日㈮・26日㈮
 11時～11時30分 
※5日と12日は「赤ちゃんと高校生のふれあい事業」
の講義を受けた高校生が参加予定です。
対象…0歳児とその保護者　持ち物…バスタオル
問合せ…向原児童センター　 ・ 834・6083

おつむてんてん

開設日時 8月28日㈰　9時～17時
  ※区役所の一部業務を取り扱います。
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

日曜納税窓口も同時に実施しています
※取り扱い業務は①市税②国民健康保険税の納付と納税相談です。
問合せ ①区収納課 840・6042  840・6164
 ②区保険年金課 840・6073  840・6168

最終日曜日区役所の窓口を臨時開設します最終日曜日区役所の窓口を臨時開設します

電気自動車で青色防犯パトロール中！電気自動車で青色防犯パトロール中！

　最近、家庭ごみについての苦情
や相談が数多く寄せられています。
「家庭ごみの出し方マニュアル（保
存版）」をご確認いただき、適正な
生活ごみの排出にご協力をお願い
します。ゴミの出し方等についてお
困りの場合は、お気軽にお問い合
わせください。
問合せ
西清掃事務所　　 623･3899　 622･9144
区くらし応援室　 840・6027　 840･6162

家庭ごみの出し方について家庭ごみの出し方について
再確認しましょう再確認しましょう

　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　9時～17時
場　所 区支援課内
問合せ 区支援課 840･6063
  840･6166

　走行しても排出ガスの出ない
電気自動車で、区内を巡回して
います。地域の安全だけでなく、
地球環境も守りながら安心・安全
なまちづくりを進めます。 
問合せ 区総務課
 840・6013 
 840・6160

家庭児童相談のご案内家庭児童相談のご案内
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