
2

中央区中央区

日　時
会　場

99月月1111日（土）日（土）  13時30分開演13時30分開演（13時開場）（13時開場）

彩の国さいたま芸術劇場彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）（中央区上峰）音楽ホール音楽ホール

問合せ問合せ  バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会 加藤  加藤 ・・ 833・8909833・8909
 区コミュニティ課  区コミュニティ課 840・6020 840・6020 840・6161 840・6161 

●与野地区社会福祉協議会 ・ 859・5881
①シルバーシェフクッキングスクール
日　時… 10月12日（火）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
対象・定員・費用…60歳以上の男性・25人（先着順）・300円

②在宅介護者のためのリフレッシュ会食
日　時… 11月19日（金） 12時30分～
会　場… 大宮甲羅本店（大宮区桜木町、送迎バスあり）
対　象… 区内在住で在宅高齢の方（要介護度1以上）を
 介護している方
定員・費用…30人（先着順）・1,000円
申込み…①9月22日（水） ②10月1日（金）までに住所・氏名・
年齢・電話番号（②は被介護者の要介護度も）を電話又はファクスで
与野地区社会福祉協議会へ

●浦和西交通安全協会 

  秋の全国交通安全運動出陣式を開催します
　タレントの「清水アキラ」
さんが、1日署長を務めま
す。
　どなたでも参加できます
ので、どうぞお気軽にお
越しください。

日　時…9月20日（月）
 14時～
会　場…イオン与野ショッピングセンター（中央区本町西）
問合せ…浦和西交通安全協会（浦和西警察署内）
　　　　 ･ 855･3320

バラのまち中央区アートフェスタ

次回の「アートフェスタ」は…　♪「蔵のまちコンサート」（与野本町通り 蔵づくりの家）　10月16日（土）　13：30～

入場
無料無料

　区民コンサート5周年記念として、過去に出演していただいた方の中から　区民コンサート5周年記念として、過去に出演していただいた方の中から
「ダブルオレンジ」「「ダブルオレンジ」「TT
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hilharmonyhilharmony」の二組をゲスト」の二組をゲスト
としてお迎えします。としてお迎えします。
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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長長

区民会議からのお知らせ

　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下さい。
日　時 9月12日㈰　10時～
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9回中央区区民会議

中央区区民会議 検索 http://kuminkaigi.jp/

認知症と口
こうくう

腔ケア
日　時…9月11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…大久保 喜恵子氏（埼玉精神神経センター 歯科衛生士）
定　員…50人（先着順）
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

地域包括支援センター　無料講座

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 

　まだまだ残暑が厳しいですが、
区民の皆様には、いかがお過ごし
でしょうか。
●備えあれば憂いなし
　9月1日は防災の日です。ご家庭
においても、いざというときに備
え、避難場所や避難経路について
再確認されてはいかがでしょうか。
●ご長寿おめでとうございます
　区内にお住まいの100歳以上の方は29人、最長寿の方は
107歳です。（8月1日現在）
　さいたま市では、9月から、65歳以上の高齢の方を対象に、
「シルバー元気応援ショップ制度」を開始いたします。協賛店
舗でシルバーカードを掲示すると割引などが受けられますの
で、どうぞご利用ください。
●人も車も自転車も 安心・安全 中央区
　交通事故死亡者数のうち高齢の方の割合は年々増加してい
ます。21日から始まる秋の全国交通安全運動の重点目標に
は「高齢者の交通事故防止」が掲げられています。交通ルール
を守り、安全確認をすることで交通事故の防止を図りましょ
う。
 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 9月26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 9月25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 大塚直哉（オルガン）
 菊池香苗（フルート、フラウト・トラヴェルソ）
曲　目 オトテール：フルートと通奏低音のための組曲 ほか
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

　ポジティフオルガン（移動可能な小型のパイプオルガン）と
フルートのデュオを、出演者のお話しをまじえてお届けします。

～笛、さまざま～

　例年たくさんの人出でにぎわう中央区区民まつりでは、今年も
「コミュニティの輪」をさらに広げるため、出店（出展）団体を公募
します。ふるってご応募ください。

区民まつり2010出店（展）団体募集！

日時（区民まつり） 11月13日㈯・14日㈰　10時～15時30分
対象・コマ数 区民、区内団体および企業・5コマ程度（応募多数の場合は抽せん）
費用 負担金5,000円（テント・看板・机及びいす・電気配線込み）
申込み・問合せ 往復はがきに住所・氏名（団体名等）・電話番号・出店（出展）内容を記入し、
 9月30日㈭（必着）までに〒338-8686（住所不要）中央区コミュニティ課内 
 中央区区民まつり実行委員会事務局 公募係へ 
 840･6020　 840･6161
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