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中央区コミュニティ協議会今月は

がいっぱい！
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中央区役所

中央消防署

与野本町小
（訓練会場）

与野本町
コミュニティセンター

日　時 10月16日㈰　9時～12時
会　場 与野本町小学校（中央区本町東）
※駐車場はありませんので、車での来場はご遠慮ください。

問合せ　区総務課　 840・6013　 840・6160

●初期消火訓練
●応急処置訓練
●救護救出訓練
●炊き出し訓練
●煙体験　　　　など

雨天中止

問合せ　中央区区の花策定委員会事務局（区コミュニティ課内）　 840・6020　 840・6161

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

さいたま市を震源とする震度 6 強 の直 下 型 地 震を想 定

　7月1日～14日に実施した区の花デザインの投票の結果、中央区の花「バラ」のデザインが
決定しました。今後は、このデザインを原付バイクのナンバープレートや、住民票などに活用
していきます。
　区の花のデザインは、皆さんに使っていただけますので、使用される際にはデザインマニュ
アル等をご覧ください。（デザインマニュアル等は、市ホームページからご覧いただけます。） 

区のの花花ののデザインデザインがが決決まりましたまりました！！

■事例研究のつどい 10月22日㈯ 10時～
■さいたま市与野歩こう会
　中央区ふるさと散歩 10月29日㈯ 9時～12時
■与野・水と緑の会
　ドングリの森づくり 11月3日㈷ 10時～
■中央区スポーツ振興会
　中央区民ハイキング 11月19日㈯ 9時～（受付8時30分～）
■彩食クラブよの
　健康ウォーキングとカレーパーティー  11月19日㈯ 9時～（雨天時 11時～）
■与野地区社会福祉協議会
　在宅介護者のためのリフレッシュ会食  11月22日㈫ 12時30分～

中央区防災訓練を実施します中央区防災訓練を実施します

各事業の詳細は今月一緒にお配りした
コミ協広報紙「はぁもにぃ第15号」を
ご覧ください。
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にちはにちは 区区はは です区区区区区区区区長長

受診者
募集

　秋風が心地よい、活動的な季節に
なりました。皆さんの秋は、どんな
秋でしょうか。食欲の秋？読書の
秋？スポーツの秋？芸術の秋？

●防災訓練で安全のチェックを
　早いもので、東日本大震災の発生から半年が過ぎました。
安全で安心な生活が重要であることを、多くの方が、改めて
強く認識されたことと思います。
　中央区では、今年度の防災訓練を西与野地区自主防災会に
中心となっていただき、10月16日、与野本町小学校を会場
に実施いたします。
　日ごろの備えと訓練による体験が、いざというときに役に
立ちます。この機会に防災意識をより一層高めていただけれ
ば幸いです。

●がん検診を受けられましたか
　最近の統計では、国民の2人に1人が「がん」になり、3人に
1人が「がん」で亡くなっているそうです。
　まさに国民病ともいえる「がん」ですが、日本のがん検診受
診率は、男性で3割、女性で2割にすぎません。
　1年に1回の検診が健康づくりの第一歩となります。早期
発見のためにも、ぜひお受けください。
 中央区長　野原　勇

開設日時 10月30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

「中央区区民まつり」からのお知らせ

「歯っぴー「歯っぴー☆ハッピー」ハッピー」
　　　　　　 コーナー　　　　　　 コーナー

日　時 10月29日㈯
 10時～17時
 ※荒天の場合は30日㈰に順延
会　場 与野駅西口駅前通り周辺
問合せ さいたま商工会議所与野支所
 855・8011　 853・2821

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 10月3日㈪の9時から直接、各児童センターへ（電話での受付は

いたしません）
※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。

児童センターのお知らせ

与野停車場通り 第20回 大正時代まつり

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

10月22日㈯  10時30分～11時30分（雨天決行)

中央区
花づくり事業 参加者に参加者に

ミニバラミニバラ
プレゼントプレゼント

日　時… 11月13日㈰ 
 10時～11時30分、13時～14時30分
会　場… 与野体育館（中央区下落合）
内　容… ①無料フッ素塗布
 ②無料歯科相談
対象・定員…①事前申し込みをした午前・午後各回60人
  　の未就学児（先着順）
申込み… ①10月7日㈮～11月4日㈮に直接
 　㈳与野歯科医師会会員診療所へ
 ②当日受付
問合せ… ㈳与野歯科医師会
 855・3151　 857・2762
   　　　与野歯科医師会 検索 http://www.yda8020.org/
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