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中央区中央区今月は

がいっぱい

蔵蔵ののままちちコンサートコンサート
日　時

会　場

出　演

10月16日10月16日（土）（土）  14時30分開演14時30分開演
与野本町通り 与野本町通り 蔵づくりの家蔵づくりの家　　※駐車場のご用意はありません※駐車場のご用意はありません
（中央区本町西 埼玉縣信用金庫与野支店南側 井原庸次邸） （中央区本町西 埼玉縣信用金庫与野支店南側 井原庸次邸） 
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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 

✱事例研究のつどい
　10月2日（土）　14時～16時            
　与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）
✱音楽玉手箱 r

ロ コ コ
ococo　ハロウィンコンサート

✱与野・水と緑の会　ドングリの森づくり
✱さいたま市与野歩こう会　中央区ふるさと散歩
✱中央区スポーツ振興会　中央区民ハイキング
✱文化協会　さいたま市民文化祭

バラのまち中央区アートフェスタバラのまち中央区アートフェスタ

入場
無料

日　時 10月29日（金）12時15分～13時
会　場 中央区役所ロビー
出　演 ベッラ・アミーカ
曲　目 リベルタンゴ、踊りあかそう　ほか
問合せ 区コミュニティ課
 840･6020　 840･6161

震度6強の地震発生を想定した訓練を実施します

日　時 10月17日（日）※雨天中止
 9時～12時
会　場 鈴谷小学校（中央区鈴谷）
※駐車場のご用意がありませんので、徒歩又は公共交通機関等
でご来場ください。

●避難所運営訓練
●区民災害対応訓練
●防災関係機関による訓練
●体験コーナー　　など
※アルファー米の試食体験等は、
　どなたでも体験できます

問合せ 区総務課
 840・6013
 840・6160

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

各事業の詳細は今月一緒にお配りした
コミ協広報紙「はぁもにぃ」第13号をご覧ください

秋日和、音楽日和秋日和、音楽日和

平成22年度 
第2回

中央区防災訓練

南
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埼玉大学

至
北浦和駅国道463号線

鈴谷東公園

鈴谷小
（訓練会場）

ご来場いただいた方にはご来場いただいた方には
ミニバラプレゼント！ミニバラプレゼント！
※数に限りあり、ご了承ください※数に限りあり、ご了承ください
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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

「中央区区民まつり2010」からのお知らせ

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

児童センターのお知らせ
参加された方全員に
ミニバラプレゼント

　夏の厳しい暑さが去り、秋風が心
地よい季節となりました。食欲の秋、
読書の秋、スポーツの秋など、それ
ぞれの秋をお楽しみのことと思いま
す。

●防災は日ごろの備えと訓練から
　地域の皆さんからの多大なご協力
のもと、鈴谷小学校を会場に中央区防災訓練を実施します。
　いざというときに慌てないよう、ご家族や近所の方々と
いっしょに参加をいただき、災害に対する備えや心構えを
万全にしてください。

●秋は多
た

彩
さい

な催しがいっぱい
　今月も区内各所で様々なイベントが行われます。主なも
のをご紹介しましょう。
　まず9日・10日に、さいたま新都心では「咲いたまつり」、
16日には本町通りで、「蔵のまちコンサート」、そして30日
にはJR与野駅西口駅前通りで「大正時代まつり」が開催され
ます。
　ぜひ、各会場に足を運んでいただき、秋のイベントを大
いにお楽しみください。  
 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 10月31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…11月13日㈯  14時30分～
会　場…中央区役所前 与野中央通り
対　象…15～50人の団体（男女・年齢不問）
 ※雨天中止・当日の踊り順は申し込み順です 
申込み・問合せ…10月15日㈮までに中央区区民まつり実行委員会
　　　　　　　事務局（区コミュニティ課内）へ 
 　　　 840･6020　 840･6161

日　時…11月14日㈰ ①10時～12時 ②13時～15時
会　場…与野体育館（中央区下落合）
内　容…歯科検診・歯の健康相談・フッ素塗布など 
フッ素塗布対象…3歳～未就学児
定員・費用…事前申し込みをした午前・午後各回60人の計120人･
 　無料　※当日申し込みの方は500円
申込み…10月18日㈪～22日㈮ 10時～12時に直接、又は電話で 
 ㈳与野歯科医師会事務所（中央区本町東 中央区保健センタ
 ー3F）へ
問合せ…㈳与野歯科医師会　 855・3151　 857・2762

参加者
募集!

受診者
募集!

「与野ふるさと音頭」おどり流し「与野ふるさと音頭」おどり流し

「歯っぴー♡ハッピー」コーナー「歯っぴー♡ハッピー」コーナー

　家庭児童相談室では児童に関する様々なご相談に応じてい
ます。秘密は厳守しますのでお気軽にご利用ください。
　なお、電話でも受け付けています。 

日　時 月～金　9時～17時
場　所 区支援課内
問合せ 840・6063　 840・6166

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（幼児は保護者同伴・大人ひとりでの参加も可）
※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。

定員（先着順） 43組 20組 20組

申込み
10月1日㈮9時から直接各児童センターへ（電話での受付はいたしません）
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 3855・5655
6855・5669 3・6834・6083 3・6831・9536

家庭児童相談のご案内家庭児童相談のご案内

日　時 10月27日㈬
 10時30分～11時30分
 ※雨天の場合は28日㈭に順延
会　場 “与野の大カヤ”近く・鈴谷4丁目の
 いも畑
対　象 幼児とその保護者
定　員 与野本町・向原児童センター各30組、
 大戸児童センター40組の計100組
 （いずれも先着順）
費　用 1組450円（おいも3株分）
申込み 10月1日㈮9時から、費用を持参して
 直接各児童センターへ

児童センター児童センター  de de 花づくり花づくり
－みんなで育てよう 子どもと花・みどり－

10月30日㈯ 10時30分～12時 ※雨天の場合は31日㈰に順延

中央区花づくり事業中央区花づくり事業

おいもほりおいもほりにに行行こうこう！！
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