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中央区中央区

区区民民ままつつりり20102010中央区中央区

日　時

会　場
11月13日土・14日日 11月13日土・14日日   10：00～15：3010：00～15：30
中央区役所周辺中央区役所周辺
※天候によって内容が変更になる場合があります※天候によって内容が変更になる場合があります

◉詳しくは、今月一緒にお配りしたリーフレットをご覧ください
　問合せ　　問合せ　 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）　 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）　 840・6020　840・6020　 840・6161 840・6161 

今年も、中央区区民まつり2010を開催します。中央区コミュニティ会議推進協議会（「コミ協」）今年も、中央区区民まつり2010を開催します。中央区コミュニティ会議推進協議会（「コミ協」）
加入団体の出店・出演をはじめ、友好都市の物産やさまざまなパフォーマンスをご用意しております。加入団体の出店・出演をはじめ、友好都市の物産やさまざまなパフォーマンスをご用意しております。
ぜひ、ご来場ください。ぜひ、ご来場ください。
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問合せ 浦和西警察署 交通課
 ・ 854・0110

路上駐車の監視を強化します
11月から与野公園周辺道路が駐車監視員の活動範
囲に追加されました。
その他の活動範囲は以下のとおりとなります。

●コミュニティまちづくり事業  

  与野･水と緑の会   ドングリの森づくり
　与野中央公園予定地の一角に、
「ドングリの森」をつくっています。
　当日は木を植えるだけでなく、苗
木づくりやドングリ工作・試食なども
ご用意しています。緑あふれる豊
かなまちづくりに、あなたも参加し
てみませんか?
日　時…11月3日㈷ 10時～　※雨天の場合、6日㈯に延期
会　場…中央区鈴谷9-10
問合せ…与野・水と緑の会 加藤　 ･ 853･6570
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与野公園周辺

国道17号線
17号バイパス
JR与野本町駅

JR与野駅

当日の開催等については「さいたまコールセンター」
にお問い合わせください。（8時～）
835･3156　 827･8656

下落合プール休館のお知らせ
区民まつり開催に伴い、下落合プール駐車場及び本館が下記の期間利用できなくなります。
期　間 11月11日㈭午後～15日㈪
問合せ 下落合プール　 852･2518　 858･2621
区役所駐車場は、11月12日㈮午後から会場設営のため利用できません。

☛

☛
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区民会議からのお知らせ

　区民会議は先着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ください。
日　時 11月28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10回中央区区民会議

中央区区民会議 検索 http://kuminkaigi.jp/

　日ごとに秋の深まりを感じる今日
このごろ、区民の皆様いかがお過ご
しでしょうか。

●中央区区民まつり2010
　今年も11月13日・14日の2日間、
晩秋の恒例行事「中央区区民まつり
2010」を開催します。
　多彩なパフォーマンスや各友好都市の物産など、皆様に楽
しんでいただけるコーナーを用意しております。詳しくは今
月号と一緒にお配りしたリーフレットをご覧ください。

●オレンジリボン運動をご存知ですか
　11月は「児童虐待防止推進月間」です。栃木県で起きた虐
待事件をきっかけとして、オレンジ色のリボンをシンボルに、
子どもへの虐待防止を目指した運動が全国に広がっています。
　地域社会が子どもに関心を持ち、見守ることが児童虐待防
止につながります。子どもからのSOSに気づいた時は、児
童相談所や区支援課にご相談ください。

●税の大切さを考えてみませんか
　11月11日から17日までの1週間は、「税を考える週間」で
す。この期間、国税庁がさまざまな広報活動を実施するのに
合わせ、区役所でも1階ロビーで、税に関する情報や中学生・
高校生の作文を展示します。
　この機会に、私たちの生活に深い関わりを持つ、税の意義
や役割について考えていただければと思います。  
 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 11月28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。

認可保育園 公設放課後児童クラブ

受付期間
11月1日㈪～11日㈭ 
※3日㈷を除く。ただし、6日㈯・7日㈰（9時～16時）
　は区支援課のみ受付

11月15日㈪～30日㈫ 
※土・日曜日、祝日を除く。ただし、28日㈰（9時～15時）は
　区支援課のみ受付

受付場所 各区支援課又は第1希望保育園（ともに9時～16時） 各区支援課（8時30分～17時15分）
又は第1希望児童クラブ（13時30分～19時）

平成23年4月平成23年4月保育園の入園・放課後児童クラブの入室申込保育園の入園・放課後児童クラブの入室申込

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 

日　時 11月27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 早川幸子（オルガン）、小笠原美敬（バス・バリトン）

曲　目 J. S. バッハ：《クリスマス・オラトリオ BWV248》より 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
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ポジティフオルガン（可搬式の小型のパイプオルガン）の魅力を、
声楽とのアンサンブルで、お届けします。素敵な音楽を出演者
のトークとともに楽しめるオープンスペースでのコンサートです。
お気軽にお立ち寄り下さい。

入
無秋から冬へ秋から冬へ

～～万万
ばんれいせつ

霊節霊節とと待待
たいこうせつ

降節降節の音楽を集めて～の音楽を集めて～

詳しくは区支援課　 840・6061　 840・6166

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
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