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入場
無料

日　時 8月21日（土） 13時～17時30分
会　場 さいたま新都心
  ①ジョン･レノン・ミュージアム2F
  ②東西自由通路（さいたま新都心駅前）

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 

※駐車場のご用意はありませんので、
　お車での来場はご遠慮ください

今回は2会場で
開催します

　第1弾は、ビートルズやJohn Lennonに影響を受けたアーティス
トが世界平和への祈りを発信するLOVE&PEACEコンサート。8月
25日～27日にさいたま市で開催される「国連軍縮会議」の市民参加
プログラムとして、市にゆかりのアマチュアミュージシャンたちが平
和への音色を奏でます。

時　間　19時～
会　場　さいたま新都心駅周辺自由通路
　新都心に愛と平和のキャンドルがともります。
夏の夜の幻想的な雰囲気をみんなで味わってみませんか。

●上落合盆踊保存会
さいたまの盆踊り

日　時…8月26日（木）～28日（土）
　　　　18時～21時30分
会　場…北与野駅南側イベント広場
問合せ…上落合盆踊保存会 荻窪　 ･ 852･9213
イベント (18時～)
・26日 与野東中学校 ポップコーンサウンズオーケストラ
・27日 与野鴻沼太鼓
・28日 ごろく会お囃

は や し

子、
 地元小学生のよさこい
 踊り、よさこい彩雅組
※28日は、20時45分～
　抽せん会を行います。

●コミュニティまちづくり事業
ふるさと与野の生活文化を楽しむ会　ふるさと文化交流

親子でうどん作り
日　時…9月4日（土）　10時～
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
対象・定員…区内在住の親子・6組
　　　　　（応募多数の場合は抽せん）
費　用…無料（材料費・傷害保険料は当協議会で負担いたします）
申込み…往復はがきで住所、氏名（参加希望者全員のふりがな）、
年齢（学年）、電話番号を8月10日（火）（必着）までに
〒338-0014 中央区上峰3-14-16　本多明朗へ
※結果は全員に通知します。
問合せ…ふるさと与野の生活文化を楽しむ会　本多
　　　　 ･ 852・4023

無料LLOOVVEE&&PPEEAACCEEコンサート2010コンサート2010
バラのまち中央区アートフェスタ

第22回国連軍
縮会議inさいたま 市民参加プログラム第22回国連軍
縮会議inさいたま 市民参加プログラム

アートフェスタは、区民会議のホームページでも！

さいたま
新都心駅

けやき
ひろば

至大宮N

至与野

コクーン

第1会場

キャンドル会場

第2会場
さいたま

スーパーアリーナ

中央区区民会議 検索 http://kuminkaigi.jp/

これからの「アートフェスタ」の予定は…
 ♪「区民コンサート」 9月11日（土） 彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
 ♪「蔵のまちコンサート」 10月16日（土） 与野本町通り 蔵づくりの家

同日
開催

時 間 19時

キャンドル アート ナイトキャンドル アート ナイト
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こんにちはこんにちは
です

にちはにちは 区区はは です区区区区区区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　夏休みスペシャル！ 

♪

♬

　暑い日が続いておりますが、皆様いか
がお過ごしでしょうか。昔から当地域に
は、「朝まんじゅうに昼うどん」という言
葉が残っています。お祭りや祝い事など、
夏の特別な日には、その年に収穫された
小麦を使ったごちそうを作り、ゆっくり
身体を休ませたそうです。暑い夏を楽しく過ごす、先人から
の知恵ですね。
●夏もお楽しみがいっぱい
　コミ協(中央区コミュニティ会議推進協議会)の「親子でう
どん作り」はそうした風習を体験できる貴重な場です。ぜひ
ご参加いただき、うどんを作るだけでなく親子や地域との強
い絆

きずな

を作っていただきたいと思います。
　夏休みには、他にも区内の施設等でお子さんたちが対象の
催しがたくさん行われます。申し込みが必要なものもありま
すので、今月号をよくご覧になってください。
●5年目のアートフェスタ
　さいたま新都心、彩の国さいたま芸術劇場、蔵づくりが残
る本町通りなど、新旧の地域資源を文化や芸術で結ぶ「バラ
のまち中央区アートフェスタ」のコンサートが、8月から10
月まで毎月開催されます。
　区民会議の提案から始まったこの催しも、5年目を迎え、
中央区の新たな顔として定着してきました。今後も人と人と
の深いつながりを大切にしたまちづくりを進めて参りますの
で、皆さんのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
 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 8月29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 8月28日㈯14時開演
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 勝山雅世（パイプオルガン）
 鈴木智香子&阿部よしつぐ（おはなし）
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

　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。夏休みは、子どものための特別企画として、
パイプオルガンとフランスの童話『ムフタール通りの魔女』のコ
ラボレーションでおおくりします。きれいになりたい魔女のお
ばあさんが、「ナ」のつく少女を食べると美しくなれると知っ
て町に女の子をさがしにでかけますが・・・
　オルガンの生演奏と、お兄さん・お姉さんの楽しいおはなし
をどうぞお楽しみに！

オルガンといっしょにおはなしの世界へ
～ムフタール通りの魔女～

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
　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。
　自治会では皆さま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

大戸児童センター（中央区大戸）

児童センターの お 知 ら せ

おばけ大会
○与野本町児童センター（中央区本町東）
日　時…8月19日㈭ ①幼児向け    10時～11時30分
 ②小学生向け 14時～15時30分
対　象…①幼児とその保護者 ②小学生
問合せ…与野本町児童センター
　　　　 855・5655　 855･5669
○向原児童センター（中央区下落合）
日　時…8月26日㈭ 13時30分～15時30分
対　象…幼児・小学生とその保護者
問合せ…向原児童センター　 ・ 834・6083

ハイハイサロン・フリータイム
～あかちゃんとママが楽しく遊べます～
日　時…8月5日～26日の毎週木曜日
　　　　10時30分～12時
対　象…4～10か月程度の乳児とその保護者
問合せ…大戸児童センター
　　　　 ・ 831･9536

当当 当 当 当当 当 当当 当当   当
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