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光の庭　プロムナード・コンサート
彩の国さいたま芸術劇場

入場
無料

構成：大塚直哉

●与野商店会連合会（北与野・八幡通り商店会）

第11回  フリマ北与野

フリマ北与野 検索

http://www.geocities.jp/kitayono_hachimandori/

～南へ！自由へ！～

　土曜の昼下がり、光庭のある情報プ
ラザで至福のひとときを過ごしていただく
無料のコンサート。ポジティフ・オルガン（移
動ができる小型パイプオルガン）の魅力を、

バロック・ヴァイオリンとのアンサンブルでお届けします。「クラシックは難
しいかも…」「子どもが小さいから…」という方でもお気軽にどうぞ。

日　時 4月17日㈯  14時～（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）情報プラザ
出　演 広沢麻美（オルガン）
 長岡聡季（バロック・ヴァイオリン）
曲　目 ケルル：パッサカリア  ニ短調
 ビーバー：描写的なヴァイオリンソナタ　イ長調　ほか
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場 音楽担当
 858･5506　 858･5515

　毎年、子どもから大人まで多くの方で賑わうフリマ北与野。今年
も県内在住のファミリーグループや商店会100組が「時の道」いっぱ
いにお店を並びます。モノも人も活気もあふれる会場に是非お出か
けください。
日　時 4月29日㈷　10時～15時
会　場 北与野駅西側「時の道」（中央区上落合）
主　催 北与野・八幡通り商店会「フリマ北与野」実行委員会
問合せ さいたま中央電気 菅谷　 855・6111

2929日からは、さいたま新都心で日からは、さいたま新都心で
　「日本園芸フェスティバル」も開幕！ 　「日本園芸フェスティバル」も開幕！ 
　　（詳しくは、市報さいたま35ページをご覧ください。）

平成22年度平成22年度
中央区まちづくり推進事業予算中央区まちづくり推進事業予算

問合せ　区総務課　 840･6013　 840･6160

●まちづくり基本経費●
613万1千円

　区民会議運営・区長マニフェス
ト作成など区民参加を進めるため
の予算です。

●区民満足度UP経費●
7,535万9千円

　道路・下水道の緊急修繕や街路灯・
カーブミラーの修繕など区民の要望
等に即時対応するための予算です。

●まちづくり事業経費● 
2,706万9千円

　区民まつり・コミュニティ活動支
援など区民との協働で魅力あるま
ちづくりを進めるための予算です。

まちづくり推進事業予算は、区の特徴を活かした魅力あるまちづくりを進めるための予算です。
この予算は「まちづくり基本経費」「まちづくり事業経費」「区民満足度UP経費」から成り立っており、
内訳は次のとおりです。

総額 1億855万9千円

▲假屋崎 省吾
　（華道家）

 ▲川崎  景太
  　（フラワーアーティスト）

▲山田  香織
　（盆栽家）
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こんにちはこんにちは
です区区長長

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） 3855・5655　6855･5669
向原児童センター  （中央区下落合） 3･6834・6083
大戸児童センター （中央区大戸） 3･6831・9536

児童センター合同行事「げんきであそぼう1・2・3」「げんきであそぼう1・2・3」  in与野公園・八王子公園in与野公園・八王子公園

与野本町児童センター 向原児童センター 大戸児童センター

　いよいよ春本番です。区民の皆さんには、入学式や入社
式など、新たな夢や希望を抱き、新生活のスタートを切ら
れた方も多いこととお慶び申し上げます。

●新年度予算がスタートします
　平成22年度は、市税収入の減少という厳しい状況の中、
より少ない予算で、より大きな効果を上げられる事業手法
などにより、「市民生活重視」の予算を編成しました。こう
した中、中央区のまちづくり推進事業費は1億855万9千円
を計上しています。古くから受け継いできた歴史や文化を
守り育て、人と人とのつながり“絆”を深めながら、新しい
都市の魅力を加えた、心の豊かさを実感できる安心・安全・
快適なまちをつくるための各種事業を積極的に推進し、「バ
ラのまち中央区」を発信してまいります。

●バラと電動アシスト自転車を寄贈していただきました
　与野中央ライオンズクラブから、バラのまち中央区のイ
メージアップに貢献するためバラの苗を、またさいたま新
都心ロータリークラブからは、中央区役所で推進している
地球温暖化防止対策に協力するため、電動アシスト自転車
の寄贈をしていただきました。皆さんのご好意に感謝いた
します。

●臨時窓口を開設します
　区役所では、3月に続き4月3日・4日の土・日曜日も、転
出入に関する受け付けなどのため、臨時窓口を開設いたし
ます。どうぞご利用ください。
 中央区長

今月の今月の日曜納税窓口日曜納税窓口
取り扱い業務は、市税と国民健康保険税の納付と納付相談です。
日　　時 4月25日㈰　9時～15時
会場・問合せ 市税（区役所2階 収納課）
 3840･6042　6840･6164
 国民健康保険税（区役所1階 保険年金課）
 3840･6073　6840･6168
※他の区役所収納課・保険年金課でも開設しています。

■狂犬病予防注射を実施します

※今年度から下落合プール前は区役所駐車場に変更になります。
※雨天の場合は12時以降に区くらし応援室にお問い合わせください。
問合せ 区くらし応援室　 840･6027　 840･6162

日　程 会        場
 4／ 5 ㈪  上落合公民館（上落合6-9-3）

  9 ㈮  与野中央公園（新中里4-7）

  12 ㈪  大戸公民館（大戸3-14-21）
  13 ㈫  八王子浅間神社（八王子1-7-11）
  15 ㈭  与野本町公民館（本町西1-14-12）
  17 ㈯  中央区役所駐車場（下落合5-7-10）

時　間 13時30分～15時
費　用 新　規  6,300円
　　　　（内訳） 登録手数料 3,000円
  予防注射料金 2,750円
  注射済票交付手数料 550円
 登録済（注射のみ） 3,300円

●与野公園（中央区本町西）多目的広場
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　4月13日㈫～　毎月第2･4火曜日

●八王子公園（中央区八王子）多目的広場
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　4月20日㈫～　毎月第1･3火曜日

時　　間…10時30分～11時15分（雨天中止）
対象・費用…幼児とその保護者・無料

※会場の都合により、日程が変更になる場合があります。

体操、手遊び、紙芝居、
ふれあいあそびなど、親
子・お友だちと楽しめる
外遊びがいっぱいです。

親子教室「キャロット」
日時…4月15日～　毎週木曜日 
　　　11時～11時50分
内容…親子ダンス・ふれあいあそびなど
対象…2歳以上の幼児とその保護者
問合せ…与野本町児童センター

プチタイム
日時…月～金曜日
　　　11時30分～11時45分
内容…体操・手遊び・読み聞かせ
対象…幼児とその保護者
問合せ…向原児童センター

ねん土であそぼう！
日時…毎週火曜日
　　　10時30分～11時30分
対象…幼児とその保護者
問合せ…大戸児童センター
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