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　区民まつり出演者

区民まつり出演者 区民まつり出演者 &&
「与野ふるさと音頭」おどり流し参加者募集！「与野ふるさと音頭」おどり流し参加者募集！

　今回のロビーミニコンサートは旧与野市にゆかりのある藤山一郎氏の
生誕100年を記念して、美しい歌声が響きあうコーラスをお届けします。
　午後の優雅なひとときを、区役所ロビーで 過ごしませんか。

懐かしの歌声懐かしの歌声　～藤山一郎生誕100年を記念して～　～藤山一郎生誕100年を記念して～

さ い た ま 市 誕 生 1 0 周 年 記 念 事 業

第2回

日　時 9月16日(金)　12時15分～13時
会　場 中央区役所1階ロビー
出　演 よのコーラス、ひばり、ベルエコー
曲　目 丘を越えて、影を慕いて、東京ラプソディ　ほか
問合せ 区コミュニティ課　 840･6020　 840･6161

日　　時 11月12日㈯・13日㈰
 10時～15時30分
出演時間 10分～30分
出演場所 ステージ又は与野中央通り
内　　容 楽器演奏やダンスなど
対象・定員 区民及び区内団体・2組程度
申 込 み 往復はがきで住所・氏名（団体名等）・電話

番号・出演内容を9月14日㈬（必着）までに
 〒338-8686（住所不要）
 中央区区民まつり実行委員会事務局
 （区コミュニティ課内）へ
 ※結果は全員に通知します

日　　時 11月12日㈯　14時30分～
出演場所 与野中央通り
対　　象 15～50人の区内団体
申 込 み 200字以内の団体紹介文を持参し、9月2日㈮から

20日㈫までに直接、中央区区民まつり実行委員会
事務局（区コミュニティ課内）へ

※当日のおどり順は申し込み順です
問合せ　中央区区民まつり実行委員会事務局（区コミュニティ課内）　 840･6020 　 840･6161

　「与野ふるさと音頭」おどり流し参加者



C H U O   2 0 1 1 . 9
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区民会議からのお知らせ

コミュニティ協議会コミュニティ協議会

　節電対策や、熱中症の予防にも
努めていただいたこの夏。
皆さんはどのようにお過ごしでし
たか。

●ご長寿おめでとうございます
　9月の第3月曜日は「敬老の日」です。長年にわたり社会の
発展に尽力されてこられた方々に感謝の意を表するととも
に、心から長寿のお祝いを申し上げます。
　平成23年8月1日現在、中央区の人口は9万5千人を超えま
したが、この内65歳以上の方は約1万7千人、100歳以上の
方は29人いらっしゃいます。
　健康と長寿は誰もの願いです。区では、高齢者の「うんど
う教室」や「介護予防教室」を定期的に開催しています。ぜひ
ご参加ください。

●健康づくりのお手伝い
　少しずつ過ごしやすくなってくるこの時季は、ご自分の
健康を改めて見つめ直すのに良い季節でもあります。
　身体のことが気になったら、気軽に保健センターを利用
してみませんか。保健師、管理栄養士、歯科衛生士が、区
民の皆さんの健康管理のお手伝いをしています。各種の健
康相談のほか、「ヘルシー栄養教室」や「アロマ・ヨガ教室」な
ども開催しています。
　緊急時の備えのためにも、日々の健康の維持増進を図り
ましょう。 中央区長　野原　勇

開設日時 9月25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

　区民会議は当日先着10人まで傍聴できます。関心のある
方はぜひ一度足を運んでみて下さい。

日　時 9月28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3回中央区区民会議

日　時 9月24日㈯　14時開演
 （14時40分終演予定）

会　場 彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）
  1階情報プラザ
出　演 小野田 良子（オルガンとおはなし）、渡辺 淳（尺八）
曲　目 《赤とんぼ》のメロディによる即興演奏 
 J. S. バッハ：カンツォーナ BWV 588
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場 音楽担当
 858・5506　 858・5515

～自然に息吹く音～
浦和西交通安全協会

今日からできる認知症予防
日時…9月10日㈯  14時～15時30分
会場…埼玉精神神経センター（中央区本町東）
　　　本館7階 シナプス
講師…税所 裕子氏（埼玉精神神経センター 作業療法士）
申込み・問合せ… 電話又はファクスで中央区北部圏域地

域包括支援センター ナーシングヴィラ
与野へ　 859･5375　 857･8532

交通安全大会を開催します
　9月21日㈬から30日㈮まで、正しい交通マナーの実践
を促し、交通事故防止を徹底するため、秋の全国交通
安全運動を実施します。それにともなって「交通安全大
会」を行います。歌手・南かなこさんのステージもお楽し
みいただけますので、お気軽におこしください。

日　時…9月20日㈫　　13時～
会　場…市産業文化センター（中央区下落合）
問合せ…浦和西交通安全協会（浦和西警察署内）
　　　　 ・ 855･3320

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

彩の国さいたま芸術劇場 構成：大塚直哉
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光の庭プロムナード・コンサート 
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