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Spring

防犯

彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰） 公 演 情 報

　政治活動家として刑務所生活を強いられたマンデラと、
彼との出会いによって社会を見詰め直す白人看守の物語

応募方法／はがきに住所、氏名、電話番号を記入の上、
〒338-8686（住所不要）中央区コミュニティ課
「アートフェスタ シネマプレゼント」係まで（3月19日㈭必着）。
（当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます）

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・町内会に加入しましょう

今年度のフィナーレは女声アカペラアンサンブル。
クラシック、日本の叙情歌、そしてミュージカルナンバーまで親しみのある名曲の数々をお届けします。

皆さんが気軽に立ち寄れる区役所ロビーで、
お昼のひととき「ふれあい」のコンサートを楽しんでみませんか。
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入場
無料！

第52回 彩の国シネマスタジオ

『マンデラの名もなき看守』

アートフェスタ

シネマプレゼント！

日　　時 3月 13日㈮　12：50／15：40／19：00
（会　場） 14日㈯　10：00／13：20／16：40／19：30
 15日㈰　10：00／13：30／16：50（映像ホール）
　　　　　※14日㈯13：20上映回終了後、アフタートーク開催
前売料金　一般1,000円、小中高生800円
（当日各200円増／障害のある方・60歳以上の方の割増しはありません）

申込み・問合せ
　埼玉県芸術文化振興財団チケットセンター　3858･5511
　特定非営利活動法人埼玉映画ネットワーク　3855･9508

©2008「石内尋常高等小学校　花は散れども」製作委員会

4月の彩の国シネマスタジオは
「石内尋常高等学校 花は散れども」を上映予定。
そこで今月は、招待券を抽せんで

区民の方・5組10人にプレゼント！

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　中央区コミュニティ課　3840･6021

日　時　3月23日㈪　12時15分～13時
会　場　中央区役所ロビー
出　演　T-Croce（女声アカペラアンサンブル）
曲　目　花、虹の彼方に、TSUNAMI　ほか

問合せ　中央区コミュニティ課　3840・6020T-Croce

第4回
ロビーミニコンサート 

スプリングコンサートスプリングコンサート
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です区区長長

日曜納税窓口
　月～金曜日に納税できない方のために日曜納税窓口を
開設しています。どうぞお気軽にご利用ください。

地域包括支援センター　無料講座

地域包括支援センター　ナーシングヴィラ与野　3859・5375

会場…埼玉精神神経センター（本町東）本館7Ｆ シナプス
講師…坂井　篤子氏（ヨガインストラクター）
定員…30人

3月7日㈯ 13時30分～15時　ヨガ教室

申込み・問合せは同センターへ

初心者でも安心して取り組めるヨガプログラムです

3月29日㈰ 9時～15時

●与野赤十字奉仕団 （共催:日本赤十字社埼玉県支部）

AEDを使った救命救急法

今月は、市報さいたまと一緒にお配りしたコミ協広報紙「はぁもにぃ」も見てくださいね!

●中央区スポーツ振興会

中央区民スポーツフェスタ

日　時  3月29日㈰  10時～16時
会　場  与野体育館（中央区下落合）

内　容  ニュースポーツ体験、ヨーガ教室
　　　（ミニバレー、ファミリーバドミントン、ミニテニス、的あて、輪投げ、
　　　 フリーバスケット等）
対象・費用　区内在住の方・無料

申込み  不要（当日、現地にて受付）

問合せ  中央区スポーツ振興会事務局（与野スポーツ内 新井）
 3853･3997

日　時  3月27日㈮  13時～15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）

内　容  AEDの使い方と心肺蘇生法の実技を学びます

対　象  区内在住、在勤の方（子ども同伴可）

定員・費用  20人（応募多数の場合は抽せん）・無料

申込み・問合せ　電話又はファクスで住所、氏名、年齢、性別、
連絡先を3月19日㈭までに与野赤十字奉仕団　内野芳子へ
　3832･4732　6832･7972

※AED（自動体外式除細動器）は、
心臓がけいれんし血液を流す
ポンプ機能を失った状態（心室
細動）になった心臓に対して、
電気ショックを与え正常なリズ
ムに戻すための医療機器です。

AED

○市税（国民健康保険税を除く）
会場・問合せ 中央区役所 2階 収納課 3840・6042
○国民健康保険税
会場・問合せ 中央区役所 1階 保険年金課 3840・6073
※他の区役所収納課・保険年金課でも開設しています。

3月28・29日は、転出入などに関する手続きの
ため、区役所を臨時開庁しています。

開庁時間／9時～15時
問合せ
　●開庁に関すること…中央区総務課 3840･6013
　●転入・転出の手続きに関すること…中央区区民課
  3840･6013
　●その他…各担当課へお問い合わせください。

　転勤などの引っ越しシーズンを迎え、転出入
に関する受付などのため、3月28･29日と4月4･5
日の土・日曜日に、市内全区役所を臨時開庁い
たします。例年、この時期の平日は大変混み合
いますので、ぜひこの日をご利用いただきたい
と思います。
　さて、「ロビーミニコンサート」は旧与野市時代の平成8年から与野
音楽連盟の皆さんの協力で続く、気軽に立ち寄れる区役所ロビーでの
貴重な交流の場です。現在では年4回のコンサートとなり、3月23日
の「スプリングコンサート」では、女声アカペラアンサンブルの素敵な
歌声で今年度のフィナーレを飾ります。皆様のお越しをお待ちしてお
ります。
　また高齢の方には、区内3か所の公園で開催されている「うんどう教
室」や公民館の健康体操教室に参加していただき、大変好評をいただ
いております。来月からは、自治会主催の体操教室に指導員を派遣す
るなど、高齢の方が元気に暮らせるよう、健康づくりをさらに進めて
まいります。
　今後も、区民の皆様との協働で快適なまちづくりを目指し、各種事
業を展開してまいります。より一層のご協力をお願いいたします。
　さて私は、3月末で定年退職となります。中央区役所の区長、副区
長としてこの2年間、多くの皆様からご指導、ご協力をいただきました。
大変ありがとうございました。
 中央区長 岩田 隆史

協働で快適なまちづくり
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