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中央区中央区

夏夏のの陽だまり陽だまり

区民会議からのお知らせ

　5月26日、各区の区民会議代表者が一
同に会して平成21年度の活動について報
告を行いました。中央区区民会議からも第
4期の星野健作会長が出席し、活動の成
果を市長に報告しました。
　中央区区民会議の平成21年度活動報
告書は、区役所の情報公開コーナーで閲
覧できます。また、市ホームページでも公
開していますので是非ご覧ください。
（http://www.city.saitama.jp/）

●平成21年度活動報告会
　区民会議は当日先着10人まで傍聴
できます。関心がある方は是非一度
足を運んでみてください。

日　時 7月22日㈭　18時30分～
会　場 中央区役所3階 301会議室
問合せ 区コミュニティ課
 840･6020　 840･6161

●第8回区民会議

▲星野会長から市長に
中央区区民会議 検索

http://kuminkaigi.jp/

ホームページをリニューアル！
掲示板「区民の声」も復活しました。
ぜひ一度のぞいてみてください。

第1回

日　時 7月27日（火）
 12時15分～13時
会　場 中央区役所1階ロビー
出　演 熊

くまさか

坂 路
る つ こ

得子（アコーディオン）
 智

ち

 詠
えい

（ギター）

曲　目 ●「ビア樽
だる

ポルカ」
 ●「チャルダッシュ」
 ●「ラ・クンパルシータ」　 ほか

問合せ 区コミュニティ課
 840・6020　 840・6161 

今回の「ロビーミニコンサート」はアコーディオンとギターの奏でる
素敵な音楽をお届けします。
お昼の陽だまりの中、心地よい音楽に包まれて過ごしてみませんか。

入場
　無料！

●コミュニティまちづくり事業
与野音楽連盟　第24回 青少年コンサート
～未来へはばたく青少年のためのコンサート～
　音楽を愛する青少年の皆さんの日頃の成果を
聴いてみませんか
日　時…7月25日（日）
　　　　16時30分開演
会　場…彩の国さいたま芸術劇場
　　　　（中央区上峰）音楽ホール
問合せ…真

ま に た

仁田 由美
　　　　 772･4708（谷川方）

入場
無料
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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
　梅雨明けが待ち遠しい今日この頃、皆
様いかがお過ごしでしょうか。間もなく、
区内各所で夏祭りが始まります。威勢よ
く華やかな御

み

輿
こし

の掛け声が、うっとうし
い日々を吹き飛ばしてくれるでしょう。
●更生保護の日をご存知ですか
　犯罪非行の未然防止と、罪を犯した人たちの更生・社会復
帰を促進するため、毎年7月1日が「更生保護の日」と定めら
れています。それに関連して、この日からの1か月を「社会を
明るくする運動」強化月間として、全国各地で犯罪や非行を
防止するための催しが実施されます。中央区でも、地域の皆
様といっしょに運動を進めていきたいと思いますのでご協力
お願いいたします。
●区役所ロビーで生演奏を楽しみましょう
　今年度第1回目のロビーミニコンサートは「夏の陽だまり」
と銘打ち、アコーディオンとギターの演奏をお届けします。
お昼のひと時、どうぞご来場ください。

　去る5月、旧与野市市民栄誉賞受賞者で歌人の加
か と う

藤克
か つ み

巳さ
んがご逝去されました。心からごめい福をお祈り申し上げま
す。歌碑が、南与野駅前の鈴谷東公園内に建立されておりま
すので、機会があればどうぞ足をお運びください。
　これから夏本番となります。暑さに負けず、事故の無い楽
しい夏休みをお過ごしください。
 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 7月25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 7月24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 原田 靖子（オルガン） 曽宮 麻矢（サクソフォン）
曲　目 ～ジャズで聴く～
  J. S. バッハ：主よ、人の望みの喜びよ　ほか
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場 音楽担当
 858･5506　 858･5515

「区の花」策定委員「区の花」策定委員をを募集募集しますします
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　花や緑が身近にあふれ、今まで以上に区に愛着をも　花や緑が身近にあふれ、今まで以上に区に愛着をも
っていただくため、さいたま市では各区に「区の花策定っていただくため、さいたま市では各区に「区の花策定
委員会」を設置し、地域性や歴史にちなんだ区の花を委員会」を設置し、地域性や歴史にちなんだ区の花を
策定することとなりました。策定することとなりました。
　その「区の花策定委員会」にあなたも参加してみませ　その「区の花策定委員会」にあなたも参加してみませ
んか。中央区のシンボルにふさわしい「花」の策定にんか。中央区のシンボルにふさわしい「花」の策定に
ご協力をいただける方のご応募をお待ちしています！ご協力をいただける方のご応募をお待ちしています！
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本人と家族のためのうつ講座
日　時…7月10日（土）  14時～15時30分
会　場…埼玉精神神経センター（中央区本町東）
　　　　本館7階 シナプス
講　師…佐藤 珠江氏（埼玉精神神経センター看護師）
定　員…50人
申込み・問合せ… 中央区北部圏域 地域包括支援センター
  ナーシングヴィラ与野

859･5375　 857･8532

入場
無料

　土曜の昼下がりを素敵な音楽とともに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（移動可能な小型のパイプオ
ルガン）の魅力をサクソフォンとのアンサンブルで、出演者のお
話を交えてお届けします。バッハの名曲のジャズ・アレンジなど、
夏にふさわしく、遊び心いっぱいのコンサートです！

熱くも涼しき、サックス×オルガン熱くも涼しき、サックス×オルガン
SUMMER LIVE！SUMMER LIVE！

下落
合プール

下落
合プール
を

ご利用ください ※7月5日㈪～9日㈮、12日㈪～16日㈮の
　屋外・こどもプールは休場となります

7月3日（土）～8月31日（火）

営業時間 9時～18時
料　　金 大人…310円　小中学生・高校生…100円
 　　　　　　　※小学2年生以下は保護者同伴
問 合 せ 下落合プール
 （中央区下落合）
 852･2518
 858･2621

地域包括支援センター　無料講座
在任期間 ～平成23年3月
募集人数 2人（結果は8月中にお知らせします）
応募資格 区内在住20歳以上の方
　　　　　（国・県・市議会議員は除きます）
申 込 み 中央区役所、区内公民館・コミュニティセンター
に置かれている応募用紙に記入し、7月23日㈮（必着）まで
に郵送・ファクス又は直接、区コミュニティ課へ。
※応募用紙は中央区ホームページからもダウンロードできます。
　http://www.city.saitama.jp/index_chuoku.html
問合せ（送付先） 〒338-8686（住所不要）中央区コミュニティ課
 　　「区の花策定委員」受付へ
  840･6020　 840･6161
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