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●市体育指導委員連絡協議会中央区支部

初心者なぎなた教室

与野公園清掃

光の庭　プロムナード・コンサート彩の国さいたま芸術劇場 構成 :大塚直哉

日　時 5月9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）
 情報プラザ

出　演 川勝さちこ（オルガンとおはなし）
 大山知佐子（ソプラノ）
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場
 3858･5511　6858・5515

彩  音 －2つの音が織りなす世界－

入場
無料

児童センター de 花づくり児童センター de 花づくり児童センター de 花づくり
児童センター合同行事

参加された方全員に、

ミニバラプレゼント
!

あなたも花を植え
てみません

か

　地域で花や緑を育てることで、良好なコミュニティや豊かな心の形成を目的
とする中央区花づくり事業。今月は区内児童センターとの協働で「児童センタ
ー de 花づくり」を開催！子どもだけでなく、どなたでもご参加できます。
すがすがしい初夏に、色とりどりの花で児童センターを花いっぱいにしてみ
ませんか。

- みんなで育てよう 子どもと花・みどり -

中央区花づくり事業中央区花づくり事業中央区花づくり事業

※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。

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

　ばらまつり（5月16日㈯・17日㈰）を前に、地域の方々と一緒に与野公園を
きれいにしませんか。「コミ協」は皆さまの参加をお待ちしています。

日時…5月9日㈯  8時～（1時間程度）※小雨決行
会場…与野公園（中央区本町西 与野本町公民館前集合）
問合せ…中央区コミュニティ会議推進協議会事務局
　　　（中央区コミュニティ課内）
　　　　3840・6020　6840・6161

日時…5月23日～6月27日の毎週土曜日（全6回）19時～21時
会場…与野体育館（中央区下落合）
対象・定員…市内在住・在勤・在学の高校生以上の方・30人（応募多数の場合は抽せん）
費用…1,500円（保険料含む）
申込み・問合せ…往復はがきに教室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を記入し、5月15日㈮（必着）までに
　　　〒338-0001 中央区上落合3-2-6　中央区体育指導委員 立川雅子 まで　3852・1563　6855・0350

会　場
対　象

定員（先着順）

申込み

問合せ

与野本町児童センター・老人憩いの家

35組

中央区本町東5-17-25
3855・5655　6855・5699

向原児童センター
区内在住の方（幼児は保護者の付き添いをお願いします・大人ひとりでの参加も可）

20組
5月7日㈭9時～直接各児童センターへ（電話での受付はいたしません）

中央区下落合7-11-9
3・6834・6083

大戸児童センター

20組

中央区大戸6-2-19
3・6831・9536

5月16日㈯　10時30分～12時　※雨天の場合、17日㈰に順延
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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 5月31日㈰ 9時～15時
○市税（国民健康保険税を除く）
問合せ 中央区収納課 3840・6042 6840・6164
○国民健康保険税
問合せ 中央区保険年金課 3840・6073 6840・6168
※他の区役所収納課・保険年金課でも開設しています。

第1回 中央区地域包括支援センター連絡会
日　　時 5月25日㈪　13時30分～15時
会　　場 中央区役所3階 302会議室
内　　容 地域包括支援センター決算、予算・事業計画、
 平成21年度地域支援事業（先着10人まで傍聴できます）
申込み・問合せ
 5月11日㈪から5月15日㈮までに、電話又はファクスで
 中央区高齢介護課へ　3840・6068　6840・6167

日時…5月9日㈯　13時30分～15時
会場…埼玉精神神経センター（中央区本町東）
　　　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（先着順）

ヨガ講座…初心者でも安心して取り組めるヨガプログラムです

期日前投票をご利用ください！ 定額給付金 相談窓口設置定額給付金  相談窓口設置
　中央区選挙管理委員会では、平成21年5月24日執行のさいたま市長
選挙において、2か所に期日前投票所を設置いたします。投票日当日に
用事等がある方は、ぜひご利用ください。

※期日前投票所は、会場により開
設期間や時間が異なりますの
で、ご注意ください。また、臨時
期日前投票所用駐
車場はございませ
んので、車をご利
用の方は中央区役
所期日前投票所を
ご利用ください。

問合せ
中央区選挙管理委員会事務局
（中央区総務課内）
3840・6014
6840・6160

与
野
公
園

新
大
宮
バ
イ
パ
ス

ガソリン
スタンド

レストラン

バイク店そば屋

白鍬通り

コンビニエンス
ストア

マンション

西与野
コミュニティホール

西与野
コミュニティホール

西与野コミュニティホール
（臨時期日前投票所）のご案内

　　　　会　場 　　　　日　時
中央区役所 5月11日㈪～5月23日㈯
(中央区下落合5-7-10) 8時30分～20時

西与野コミュニティホール 5月16日㈯～5月23日㈯
(中央区桜丘2-6-28) 10時～18時

さいたま市
選挙キャラクター
みらいクン

担　当　経済政策課定額給付金担当（手続きについて）
　　　　中央区総務課（窓口設置について）
　　　　子育て支援課又は中央区支援課
 （子育て応援特別手当に関する相談について）

設置期間 6月30日㈫まで
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く8：30～17：00）

会　　場 中央区役所3F 303会議室
内　　容 定額給付金の手続きに関する相談など

地域包括支援センター　無料講座

ナーシングヴィラ与野　3859・5375　6857・8532

※窓口は混雑が予想されます。
　ぜひ『定額給付金&子育て応援特別手当専用ダイヤル』
　をご利用ください。
　3829・1192（8：30～20：00※土・日曜日、祝日も可）
　6829・1609
詳しくは、市報さいたま13ページ（全市版）をご覧ください。

　4月から中央区役所の区長に就任いたし
ました増岡一夫です。どうぞよろしくお願いいたします。
　皆さまに親しまれております与野公園内のバラ園は、平成
20年度にバラ園活性化事業も完了し、47種類･2,700株のバラ
が咲き誇り、5月16日㈯･17日㈰には恒例の「ばらまつり」が開
催されます。また、ばらまつり前の9日には、コミ協（中央区コ
ミュニティ会議推進協議会）の皆さんによる「与野公園清掃」が
行われます。多くの皆さまの参加と、「ばらまつり」へのご来場
を心からお待ちしております。
　花の話題をもうひとつ。中央区では、独自に「花づくり事業」
を行っております。今月は、区内の児童センターで「児童セン
ター de 花づくり」を開催します。どうぞふるってご参加くだ
さい。
　さいたま市では、地球温暖化対策の一つとして全区役所で「緑
のカーテン事業」を実施いたします。中央区役所でも、夏には
皆さまに緑のカーテンをお見せすることができると思います。
　また、中央区役所は環境配慮に関する国際規格である
「ISO14001」認証を取得しました。行政サービスの拠点である
区役所において、環境に配慮した活動を積極的かつ継続的に
行い、区民の皆さまに情報を発信し、また協働で取り組んで
まいります。
　これからも、区民の皆さまに愛され、親しまれる区役所を
目指してまいります。皆さまのご支援・ご協力を心からお願
い申し上げます。 中央区長　増岡 一夫

花とみどりの中央区を

日時…①5月7日㈭　10時～11時30分　②5月17日㈰　10時～11時30分　③5月22日㈮　14時～15時30分
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うらわ（浦和区高砂 エイペックスタワー浦和・オフィス東館3F）

問合せ…中央区支援課  3840・6061  6840・6166     子育て支援課  3829・1271  6829・1935今月のブックスタート今月のブックスタート
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