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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（4月24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）

　子どもから大人まで多くの方で賑わう「フリマ北与野」が
記念の10回目を迎えます！県内在住のファミリーグループ
100組が「時の道」いっぱいにお店を並べます。青空の下、
フリーマーケットに出かけてみませんか

　6月の彩の国シネマスタジオは、タイを舞台に人身売買の悲惨
な現実に切り込んだ「闇の子供たち」を上映予定。
（6/12㈮～14㈰、彩の国さいたま芸術劇場）

中央区まちづくり推進事業予算中央区まちづくり推進事業予算中央区まちづくり推進事業予算
平成21年度

総額  1億954万9千円総額  1億954万9千円総額  1億954万9千円

まちづくり事業経費
2,778万7千円640万3千円

第56回 彩の国シネマスタジオ

アートフェスタ

シネマプレゼント！

問合せ
特定非営利活動法人埼玉映画ネットワーク　3855･9508
中央区コミュニティ課　3840･6020

区民の方・5組10人にプレゼント！
今月は、この作品の招待券を

まちづくり推進事業は、区の特徴を活かしたオリジナリティーあふれる魅力あるまちづくりを進めるためのものです。
この予算は「まちづくり基本経費」「まちづくり事業経費」「区民満足度UP経費」から成り立っています。

問合せ　中央区総務課　3840・6013

●与野商店会連合会（北与野・八幡通り商店会）

日時…4月29日㈷　10時～15時
会場…北与野駅西側「時の道」（中央区上落合）
主催…北与野・八幡通り商店会「フリマ北与野」実行委員会
問合せ…さいたま中央電気 菅谷　3855・6111

第10回記念  フリマ北与野

フリマ北与野 検索

http://www.geocities.jp/kitayono_hachimandori/

　区民まつり・コミュニティ活動支援
など、区民との協働で魅力あるまちづ
くりを進めるための予算です。 

まちづくり基本経費

　区民会議運営・区政方針作成など、
区民参加を進めるための予算です。 

区民満足度UP経費
7,535万9千円

　道路・下水道の緊急修繕や街路灯・
カーブミラーの修繕など、区民の要望
等に即時対応するための予算です。

©2008「闇の子供たち」製作委員会
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こんにちはこんにちは
です区区長長

日曜納税窓口

狂犬病の予防注射

4月26日㈰ 9時～15時
○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。

時　間 13時30分～15時
※雨天の場合は12時以降に中央区生活課へお問い合せ
ください。
費　用 新規 6,300円
 [内訳]登録手数料 3,000円
  　予防注射料金 2,750円
  　注射済票交付手数料 550円
 登録済（注射のみ） 3,300円
問合せ 中央区生活課　3840・6027

さいたま市児童センターのお知らせ

日時…4月～11月の第4土曜日 
　　　15時～16時
対象…幼児から高齢の方まで、どなたでも
問合せ…与野本町児童センター

よさこいソーランはじまるよ！

子育てするなら

与野本町児童センター
老人憩いの家

日時…4月14日～毎週火曜日
　　　（学校の長期休みを除く）
　　　12時～13時
対象…幼児とその保護者
問合せ…向原児童センター

「ランチルーム」OPEN！
向原児童センター

児童センター
合同行事

日時…4月16日～7月9日　第2・4木曜日
　　　全7回　10時30分～11時15分
対象…4～10か月の乳児とその保護者
定員…20組
問合せ…大戸児童センター

大戸児童センター

ハイハイサロン（登録制）

「げんきであそぼう1・2・3」in 八王子公園・与野公園「げんきであそぼう1・2・3」in 八王子公園・与野公園「げんきであそぼう1・2・3」in 八王子公園・与野公園
体操、手遊び、紙芝居、ふれあいあそびなど、
親子・お友達と楽しめる外遊びがいっぱいです。

日   程
4/ 3㈮
 7㈫
 9㈭
 10㈮
 13㈪
 14㈫

　　　　　会        場
上落合公民館（上落合6-9-3）
下落合プール前（下落合5-11-10）
与野中央公園（新中里4-7）
大戸公民館（大戸3-14-21）
八王子浅間神社（八王子1-7-11）
与野本町公民館（本町西1-14-12）

八王子公園多目的広場
（中央区八王子）
4月21日㈫～
（毎月第1・3火曜日）

与野公園多目的広場
（中央区本町西）
4月14日㈫～
（毎月第2・4火曜日）

時間…10時30分～11時30分（雨天中止）
対象・費用…幼児と保護者・無料
問合せ…与野本町児童センター （中央区本町東） 3855・5655
　　　　向原児童センター （中央区下落合） 3834・6083
　　　　大戸児童センター  （中央区大戸） 3831・9536

　新年度がスタートする4月は、入学や就職など心機一転の時期です。
区役所では、3月に続き4月4日・5日の土・日曜日も「転入・転出にか
かわる窓口」を試行的に開きますので、どうぞご利用ください。
　さて、さいたま市の新年度予算は、限られた財源の中での「選択と
集中」により、「子育て支援」「安心・安全なまちづくり」「環境」をキ
ーワードとして予算の重点配分を行うとともに、景気の悪化にも配慮
した予算の編成を行いました。
　区内では、保育所待機児童の解消へ向けた認可保育所の新設整備、
新都心での「さいたま市総合防災訓練」（8月30日）、また与野本町駅
北側の環境空間緑道および与野中央公園の整備や、区役所庁舎の壁面
を緑化する「緑のカーテン事業」を実施します。さらに、本市の魅力を
一層向上させる事業として、新都心に「（仮称）さいたま市サッカープ
ラザ」の整備を進めるなど、快適な都市・生活基盤づくりに取り組ん
でまいります。
　紙面にもあります通り、今年度は中央区まちづくり推進事業費とし
て1億954万9千円を計上しています。歴史ある街並みや新しい都市空
間などの地域資源を活かし、また安心・安全で快適なまちづくりを目
指して、区民の皆さまとの協働による「バラのまち中央区アートフェ
スタ」をはじめ、オリジナリティあふれる各種の事業を展開し、「バラ
のまち中央区」を発信して参りたいと思います。皆さまのご理解･ご協
力をよろしくお願い申し上げます。
 中央区長

21年度のまちづくりがはじまります

日時…①４月７日㈫　14時～ 15時30分　②４月19日㈰　10時～ 11時30分　③４月24日㈮　10時～ 11時30分　※時間はいずれも受付時間です
会場…①③中央区保健センター（中央区本町東）　②子育て支援センターおおみや（大宮区錦町　JACK大宮6F）

問合せ…中央区支援課　3840・6061　子育て支援課　3829・1271今月のブックスタート今月のブックスタート
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