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コミュニティ協議会コミュニティ協議会

  与野･水と緑の会   ドングリの森づくり

区区民民ままつつりり中央区中央区

日  時 1111月月1212日土・日土・1313日日日日
  10:00～15:3010:00～15:30
会  場 中央区役所周辺中央区役所周辺
※天候によって内容が変更になる場合があります※天候によって内容が変更になる場合があります

◉詳しくは、今月一緒にお配りした◉詳しくは、今月一緒にお配りした
　リーフレットをご覧ください　リーフレットをご覧ください
問合せ 問合せ 中央区区民まつり実行委員会事務局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）　　　　（区コミュニティ課内）
  840・6020　840・6020　 840・6161 840・6161 

　今年も、中央区区民まつりを開催します。中央区コミュニティ協議会（「コミ協」）　今年も、中央区区民まつりを開催します。中央区コミュニティ協議会（「コミ協」）
加入団体の出店・出演をはじめ、友好都市の物産やさまざまなパフォーマンスをご用意加入団体の出店・出演をはじめ、友好都市の物産やさまざまなパフォーマンスをご用意
しております。ぜひ、ご来場ください。しております。ぜひ、ご来場ください。
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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

●コミュニティまちづくり事業  

　与野中央公園予定地の一角に、「ドングリの森」を
つくっています。
　当日は木を植えるだけでなく、苗木づくりやドン
グリ工作・試食などもご用意しています。緑あふれ
る豊かなまちづくりに、あなたも参加してみませんか。

日　時 11月3日㈷
 10時～
※雨天の場合、5日㈯に延期
会　場 中央区鈴谷9-10
問合せ 与野・水と緑の会
 加藤
 ･ 853･6570

　今年度の「アートフェスタ」のフィナーレ、来年2月19日㈰の
「区民コンサート」の出演者を募集します。
内　容 ｢区民の部｣への出演（舞台への出入りも含め、1組8分間）
対　象 区内在住、在学、在勤の方（年齢、個人・団体不問） 

※生演奏に限ります。
定　員 10組程度（応募多数の場合は抽せん。なお、初めて応募

された方を優先させていただきます）
 ※出演決定者の発表は、決定通知の発送をもってかえさ
 　せていただきます。
申込み 往復はがき（1組1通のみ）で、住所・氏名（団体の場合

は代表者）・年齢（学年）・電話番号・演奏内容（ジャンル・
曲目）等を11月17日㈭（必着）までに

 〒338-8686（住所不要）中央区コミュニティ課「区民
コンサート」受付へ

問合せ バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会
 加藤　 833・8909 
 区コミュニティ課　 840・6020　 840・6161

―あなたも彩の国さいたま芸術劇場のステージに――あなたも彩の国さいたま芸術劇場のステージに―
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■下落合プール休館のお知らせ
区民まつり開催に伴い、下落合プール駐車場
及び本館が下記の期間利用できなくなります。
期　間 11月10日㈭～14日㈪
問合せ 下落合プール
 852･2518　 858･2621

バラのまち中央区アートフェスタ

出演者募集

※当日は「さいたまコールセンター」にお問い
合わせください。（8時～）
　 835･3156　 827･8656
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にちはにちは 区区はは です区区区区区区区長長

区民会議からのお知らせさいたま市障害者生活支援センター

　朝夕の空気が日ごとに寒さを増し
てきました。11月8日は、暦の上では
冬の始まりとなる「立冬」です。

●オレンジリボンキャンペーンを
　ご存知ですか
　11月はオレンジ色のリボンをシン
ボルにした「児童虐待防止推進月間」
です。虐待により、命が奪われたり、心が傷ついている子ど
もたちが年々増えています。虐待を発見したり、子どもから
のSOSに気づいた時には、児童相談所や区支援課にご相談
ください。子どもたちの明るい笑顔を絶やさないために、皆
さんの力をおかしください。

●税について考えてみませんか
　税は、私たちの生活する地域を、より豊かで住みよい社会
にするための大切な財源です。
　国税庁では、毎年11月11日から17日までを「税を考える
週間」とし、さまざまな広報・広聴活動を実施しますが、区役
所1階ロビーでも、税に関する情報や、中学生・高校生の作文
などを展示します。ぜひお立ち寄りいただき、この機会に、
税の意義や役割について、ご家庭や職場などで考えていただ
ければと思います。

　さあ、お待たせいたしました。晩秋の恒例行事、「中央区
区民まつり」を、11月12日・13日に開催いたします。コミュ
ニティの輪を広げましょう。
 中央区長　野原　勇

開設日時 11月27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 11月30日㈬  10時～
会　場 中央区役所3階
 302会議室
問合せ 区コミュニティ課
 840・6020
 840・6161

第4回 中央区区民会議

中央区区民会議 検索 http://kuminkaigi.jp/

出張相談会  in 中央区
　障害のある方（身体障害・知的障害・精神障害）やその家
族などが、日常生活で困っていることはありませんか。悩み、
不安などを相談支援専門員がお聞きし、必要な支援を一緒
に考えていきます。弁護士による無料の法律相談（事前予
約制）もあります。
日　時　11月29日㈫  10時～16時
会　場　中央区役所3階 大会議室、303会議室　ほか
申込み・問合せ
中央区障害者生活支援センター 859・7231  852・3276
障害福祉課 829・1305  829・1981

彩の国さいたま芸術劇場 構成：大塚直哉彩 芸術劇場

光の庭プロムナード・コンサート 

日　時 11月19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 近藤 岳（オルガンとおはなし）
 門間 信樹（バリトン）
曲　目 J.S.バッハ：カンタータ第82番《われは満たれり》 

BWV82より  レチタティーヴォ“われは満ちたれり”、
アリア“眠れ、疲れた眼よ”　ほか

問合せ 彩の国さいたま芸術劇場 音楽担当 
 858・5506　 858・5515

入場
無料

オルガンとバリトンが紡ぐ神聖なハーモニーをお楽しみ下さい。
～親愛なるバッハ・祈りの時～

自治会・町内会に加入しましょう自治会・町内会に加入しましょう
ステージステージピピンンポポンンはじめました！はじめました！与野体育館

　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

　9月からステージで卓球の個人利用ができるようになりま
した。ラケット・ボールのレンタル料は無料です！
※ステージピンポンは、与野体育館指定管理者の自主事業として
行うものです。
利用時間 9時～21時
料　　金 1時間200円
             　（延長の場合は30分単位100円）
申 込 み 当日、直接又は電話で同体育館へ
問 合 せ 与野体育館　 ･ 853・4998
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