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中央区中央区

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 構成：大塚直哉

与野公園清掃

日　時 5月22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 長山 結（オルガン） ディック・コーマンス（オルガン）

　ばらまつり（5月15日㈯、16日㈰）を前にみんなで与野公園をきれい
にしませんか。申し込みは不要ですので、お気軽にご参加ください。
（傷害保険料はコミ協が負担いたします）

日　時…5月8日㈯　8時～（1時間程度）
 ※小雨決行・荒天中止
会　場…与野公園
　　　　（中央区本町西 与野本町公民館前集合）
問合せ…中央区コミュニティ会議
 推進協議会事務局
　　　　（区コミュニティ課内）
 840・6020　 840・6161

●与野地区社会福祉協議会

シルバーシェフクッキングスクール
日　時…6月8日㈫　10時～13時30分
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
メニュー…体にヘルシー「しいたけしゅうまい」ほか
対象・定員…60歳以上の男性・30人（先着順）
費　用…300円
申込み…5月20日㈭までに
　　　　電話又はファクスで
　　　　与野地区社会福祉協議会へ
　　　　 ・ 859･5881

入場
無料

児児童童セセンンタター ー dede  花花づづくくりり
区内児童センター3館同時開催

ーみんなで育てよう　子どもと花・みどりーーみんなで育てよう　子どもと花・みどりー
　地域で花や緑を育てることで、良好なコミュニティや豊かな心の形成を目的とする　地域で花や緑を育てることで、良好なコミュニティや豊かな心の形成を目的とする
中央区花づくり事業。今月は毎回大盛況の「児童センター de 花づくり」を開催します！中央区花づくり事業。今月は毎回大盛況の「児童センター de 花づくり」を開催します！
色とりどりの季節の花で、児童センターを、そしてこのまちを飾ってみませんか。色とりどりの季節の花で、児童センターを、そしてこのまちを飾ってみませんか。

55月月1515日㈯日㈯　10時30分～11時30分　10時30分～11時30分
会　場 与野本町児童センター・老人憩いの家 向原児童センター 大戸児童センター
対　象 区内在住の方（幼児は保護者の付き添いをお願いします。大人ひとりでの参加も可）

定員（先着順） 43組 20組 20組

申込み
5月2日㈰9時～　直接各児童センターへ（電話での受け付けはいたしません）
中央区本町東5-17-25 中央区下落合7-11-9 中央区大戸6-2-19

問合せ 855･5655　 855･5669 ・ 834･6083 ・ 831･9536

さいたま新都心では、5月9日㈰まで「日本園芸フェスティバル」を開催中!
問合せ　日本園芸フェスティバル運営事務局　 03・3496・8296　 03・6416・9120

※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。

…中央区花づくり事業…

児童センターでは「園芸ボランティア」を募集中！
お問い合わせは各児童センターへどうぞ！

参加された方全員に参加された方全員に
ミニバラプレゼント!ミニバラプレゼント!

※雨天の場合、※雨天の場合、
　16日㈰に順延　16日㈰に順延

～バッハの弟子たち、息子たち～

曲　目 C. P. E. バッハ：ソルフェジェット　ほか
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場
 858･5506
 858･5515
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こんにちはこんにちは
です区区長長

区民会議からのお知らせ

　4月から中央区役所の区長に就任い
たしました山崎直

ただし

です。区民の皆様が
心の豊かさを実感できる安心・安全・快
適なまちづくりの推進に全力で取組ん
でまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
●ばらまつりが開催されます
　皆さまに親しまれております与野公園内のバラ園は、
109種類･3,000株のバラが咲き誇り、5月15日･16日には
恒例の「ばらまつり」が開催されます。また、ばらまつり前
の8日には、コミ協（中央区コミュニティ会議推進協議会）
の皆さんによる「与野公園清掃」が行われます。多くの皆さ
まの参加と、「ばらまつり」へのご来場を心よりお待ちして
おります。
●「児童センター de 花づくり」を開催します
　中央区では、区の独自事業として「花づくり事業」を行っ
ております。今月の15日には、区内3か所の児童センター
合同行事「児童センター de 花づくり」を開催します。どう
ぞふるってご参加ください。 
●「ありがとうのバラ色メール」を始めました
　区役所では4月から新たに「ありがとうのバラ色メール」
を始めました。身の回りの出来事で、うれしかったことや
感動したことなど感謝の気持ちを、区役所ロビーのメール
ボックスに投稿してください。
 中央区長　山崎　直

ただし

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 5月30日㈰　9時～15時
会場・問合せ 市税（区役所2階 収納課）
 840･6042　 840･6164
 国民健康保険税（区役所1階 保険年金課）
 840･6073　 840･6168
※他の区役所収納課・保険年金課でも開設しています。

介護予防事業
公 民 館

　要介護状態になることを予防し、いつまでも元気で暮らし続けるための「介護予防事業」が、おおむね
60歳以上の方を対象として開催されます。区内各公民館が皆さんの参加をお待ちしております。

問合せ／区高齢介護課　 840・6067　 840･6167
 ※各プログラムの申し込みは各公民館へ（問い合わせ先は次ページに掲載しています）

第1回 中央区地域包括支援センター連絡会
日　時 5月28日㈮　13時30分～
会　場 中央区役所3階　302会議室
内　容 地域包括支援センター決算、予算・事業計画、
 平成22年度地域支援事業（先着10人まで傍聴できます）
申込み・問合せ 当日、直接、区高齢介護課へ
  840･6068　 840･6167

ココンンビビニニエエンンスススストトアアでで
市税を納付できます

　平成22年度課税分から、納付書の裏面に記載された全国の
コンビニエンスストアで市税を納付できます。どうぞご活用
ください！

詳しくは区収納課へお問い合わせください。
840･6042　 840･6164

■納付できる税目
•市民税・県民税（普通徴収分のみ） •固定資産税（償却資産） 
•固定資産税・都市計画税（土地・家屋） •軽自動車税

※以下の納付書はコンビニエンスストアで納付できません
　•納期限が過ぎたもの　•バーコードの印字がないもの
　•傷や汚れなどでバーコードの読み取りができないもの 
　•納付書1枚あたりの税額が30万円を超えるもの

　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ください。
日　時 5月30日㈰　10時～
会　場 中央区役所3階 大会議室
問合せ 区コミュニティ課　 840･6020　 840･6161

第7回中央区区民会議



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027005b67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d00270020306b57fa3065304f005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


