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中央区区民会議 検索アートフェスタは、区民会議のホームページでも http://kuminkaigi.jp/

　9月11日㈯に開催する「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（音楽ホール 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）
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、6月18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

「区民コンサート」出演者募集「区民コンサート」出演者募集
～あなたも彩の国さいたま芸術劇場のステージに！～ バラのまち中央区アートフェスタ

今年は9月！

区長マニフェストは区役所情報公開コーナーのほか、区内の各公共施設（コミュニティセンター・公民館など）でお配り
しています。また、マニフェスト及び評価書を中央区ホームページにも掲載していますのでご覧ください。
問合せ　区総務課　 840・6013　 840・6160

1明るい区役所づくりを推進します
　職員一人ひとりが、
区民の皆様に身近な
区役所の顔としての
自覚と責任感を持っ
て、親しみやすく、
利用しやすい明るい
区役所を目指した取
組を行います。
　① 区長と職員との車座集会を3回実施します。
　② 職員の資質向上のため区役所内研修を実施します。

2花と緑があふれるまちづくりを
　推進します
　花などによる緑化
を進めることにより、
区民の方が身近な緑
に出会う機会を創出
し、区民同士のふれ
あいの輪を広げるこ
とを目的としています。
　① 区の花を制定します。
　② 花と緑のまちづくりを推進します。

3バラのまち中央区アートフェスタ事業を支援します
　区民の文化資源である蔵づくりの残る与野本町通りやさいたま新
都心等で開催される無料コンサートを支援し、区民の絆

きずな

を深めます。
　①『LOVE & PEACEコンサート』の開催を支援します。
　②『区民コンサート』の開催を支援します。
   ③『蔵のまちコンサート』の開催を支援します。

区長マニフェスト区長マニフェスト平成22年度
バラのまち中央区

古くから引き継いできた人々の深いつながりを大切にし
「心の豊かさを実感できる安心・安全・快適なまちづくり」を進めます。
さらに新しい都市空間や歴史ある街並みなど、
地域の資源を活かした個性あるまちづくりを積極的に推進します

重点取組事項

平成21年度区長マニフェスト
評価書を作成しました

　区長マニフェストは、毎年度、評価
検証することとしており、皆様の貴重
なご意見などを基に、作成しました。
アンケート調査にご協力いただいた
方々に厚く感謝申し上げます。
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中央区中央区

こんにちはこんにちは
です区区長長

彩の国さいたま芸術劇場 構成：大塚直哉

光の庭プロムナード・コンサート

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） 向原児童センター （中央区下落合） 大戸児童センター （中央区大戸）

おはなし会
プロの朗読グループ「おはなしダンダン」
による絵本のよみきかせ
日時…6月12日㈯　11時～11時30分
　　　（10時50分受け付け）
対象…幼児とその保護者、小学生
問合せ…与野本町児童センター   
　　　　 855・5655　 855・5669

親子一緒にあそびましょう
親子あそび・手あそびなどを土曜日に開
催します
日時…6月5日㈯　11時～11時30分
対象…幼児とその保護者
問合せ…向原児童センター
　　　　 ・ 834・6083

げんきにたいそう
日時…毎週月曜日と水曜日
　　　10時30分～11時
　　　※6月30日㈬は除く
対象…乳幼児とその保護者
問合せ…大戸児童センター
　　　　 ・ 831・9536

　色とりどりのアジサイが目を楽しませ
てくれる季節になりましたが、これから
夏に向け、食中毒が気になる時期です。
細菌を「つけない」「ふやさない」「やっ
つける」の3つをポイントに、衛生・健康の管理には十分お気
をつけください。
●平成22年度区長マニフェストを策定しました
　中央区には、近代的都市空間のさいたま新都心もあれば、
蔵造り住宅など歴史の薫り漂う本町通りもあります。この新
旧の魅力にあふれたバラのまち中央区に、誰もが住んでよか
ったと思えるようなまちづくりを進めており、その実現を目
指し区政運営の考え方及び各種取組事項をまとめ、区長マニ
フェストとして策定いたしました。
　区民の皆さまからご意見をお寄せいただければ幸いです。
●衣替えの時期となりました
　区役所をはじめ、市内の各公共施設では、6月1日から9月
30日まで、地球温暖化対策の一環として、冷房を弱めに設
定いたしますので、軽装(ノーネクタイ・ノー上着)での執務
をさせていただきます。ご理解をよろしくお願いいたします。
　区民の皆さまも、今年の夏、環境に配慮したライフスタイ
ルを実践しませんか。
 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 6月27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。

日　時 6月26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 齋藤 麻衣（オルガン） 渡辺 隆太（トランペット）
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場 音楽担当
 858･5506　 858･5515

あなたも統計調査員にあなたも統計調査員に
　　　　　なりませんか　　　　　なりませんか
　中央区では統計調査員の登録を随時受け付け
ています。関心がある方はお気軽にお問い合わせ
ください。
内　容 調査票の配布、回収および点検・整理など
対　象 次のすべてを満たす方
 ○責任を持って調査事務を遂行できる
 ○原則として20歳以上
 ○調査上知り得た事項を他に漏らさない
 ○税務、警察および選挙の業務に直接関係がない
申込み・問合せ 区総務課
  840･6014　 840･6160

●与野地区社会福祉協議会

ひとり親家庭 「親子でリフレッシュ」
東武ワールドスクエア・日光彫り体験

日　時…7月25日（日） 8時出発
場　所…栃木県日光方面
対　象…区内在住のひとり親家庭の親子（子どもは中学生まで）
費　用…親子2人で2,000円程度
　　　　詳しくは6月30日（水）までに
　　　　与野地区社会福祉協議会へ　 ・ 859・5881

入場
無料

小型のパイプオルガンとトランペットによる出演者の
お話を交えたコンサート。気軽にお越しいただけて、
リラックスをして聴けるオープンスペースでのコンサ
ートです。
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