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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

～めぐり逢い～ 入場
無料

1−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
安心・安全・快適な
まちづくり

区政方針（リーフレット）は、区役所情報公開コーナーのほか、区内の各公共施設（コミュニティセンター・公民館など）で
お配りしています。 問合せ　中央区総務課　3840・6013　6840・6160

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（6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）

7月の彩の国シネマスタジオは、
第81回アカデミー賞外国語賞を受賞した、
あの「おくりびと」を上映予定
（7／9㈭～12㈰、彩の国さいたま芸術劇場）。

第57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　3･6855･9508
中央区コミュニティ課　3840・6020　6840・6161

今月は、この作品の招待券を

抽選で区民の方・5組10人にプレゼント！

日　時 6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）情報プラザ
出　演 小島弥寧子（オルガンとおはなし）
 本岩孝之（カウンターテノール）
曲　目 パスクィーニ：パッサカリア 変ロ長調
 武満 徹：めぐり逢い
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場
 3858･5511　6858・5515

本岩孝之

区政方針区政方針平成21年度
バラのまち中央区

中央区の将来像
基本方針

新しい都市文化の創造と
交流が育てる安心な暮らし

バラを区のシンボルとして
古くから受け継いできた歴史や文化を守り
人と人とのつながりを広げながら
新しい都市の魅力が加わった
心の豊かさを実感できる
安心・安全・快適なまちづくりを目指します

防犯・防災及び交通安全
対策を図るとともに、
誰もが健康で安心して
暮らせるまちづくりを
進めます。

3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ふれあいのある
まちづくり

小島弥寧子

愛され、親しまれる区役所を目指します5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

区民相互のふれあい・交流、
コミュニティの充実に努め、
心のかようまちづくりを
進めます。

区民に親しまれ、人と環境を大切にした
取り組みを行います。

4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
区民との協働による
まちづくり
地域の課題や将来像について
区民とともに考え、
協働して魅力ある
まちづくりを進めます。

2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
地域資源を活かした
まちづくり
歴史ある街並みや
新しい都市空間、
それら地域の資源を活かした、
個性あるまちづくりを進めます。
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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 6月28日㈰ 9時～15時
　月～金曜日に納税できない方のために日曜納税窓口を
開設します。お気軽にご利用ください。
※取扱業務は、市税の納付と納税相談のみとなります。
○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。

　支給が本格的にはじまり、窓口の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。
　また、区役所では定額給付金相談窓口を設置してい
ます。こちらもどうぞご利用ください。

「コミ協」では、加入団体の皆さんが企画・運営するコミュ
ニティづくり・まちづくりのための事業を支援しています！

会場…埼玉精神神経センター（本町東）本館7階 シナプス
講師…坂井　篤子氏（ヨガインストラクター）
定員…15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

『定額給付金&子育て応援特別手当専用ダイヤル』

3829・1192　6829・1609
（8：30～20：00※土・日曜日、祝日も可）

3829・1192　6829・1609
（8：30～20：00※土・日曜日、祝日も可）

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　6857・8532

会場…与野本町デイサービスセンター（本町東）
対象・定員…65歳以上の方又はその家族・20人（先着順）

パワーリハビリ教室

6月6日㈯　13時30分～15時

6月13日㈯　14時～15時30分
いま話題のパワーリハビリを紹介します

地域包括支援センター きりしき　3858・2121　6858・6969

期　間 6月30日㈫まで
　　　　　　（土・日曜日を除く8：30～17：00）

会　場 中央区役所3F 303会議室

「コミ協」のコミュニティまちづくり事業

★コミ協への入会申請は、随時受け付けています。
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）

3840・6020　6840･6161

●「コミ協」の活動支援メニュー

●与野地区社会福祉協議会

ひとり親家庭 「親子でリフレッシュ」
横浜開港150周年記念開国博／肉まん・ギョーザ作り

NEW！

NEW！

○1色/2色印刷（リソグラフ A3判まで）
　30枚以上 10円/10枚 普通用紙は持ち込み不要！
○カラー印刷（カラーコピー・レーザープリント　A3判まで）
　10円/枚 ※白黒可・インクジェット　　　も用意しました！
○物品の貸し出し（要予約）
　ワイヤレスマイク+アンプ/トランジスタメガホン/DVD・VHSプ
レーヤー/プロジェクター/60インチスクリーン/デジタルカメラ/
デジタルビデオカメラ　　　ほか

　…このほか、区役所内の多目的室やメールボックス・パンフレット
スタンドの利用などもできます。ぜひご活用ください。皆さんと一緒
に、中央区をすてきな「コミュニティのまち」にしていきませんか！

申込み・問合せは各センターへ

　コミュニティまちづくり事業では、各加入団体の活動への支援も
しています。

定額給付金に関する問合せ

日時…7月26日㈰　8時出発（バスで横浜方面へ）　
対象…区内在住のひとり親家庭の親子（中学生まで）
定員…40人（応募多数の場合は抽せん）
費用…親子2人で2,000円（1人追加につき1,000円）
申込み・問合せ…はがき又はファクスで住所、氏名（参加希望者全員
のふりがな）、年齢（学年）、電話番号を、6月23日㈫（必着）までに

　〒338-8686 中央区下落合5-7-10 中央区役所4階
　与野地区社会福祉協議会へ  3854・3724　6854・3511
※抽せん結果は、7月上旬までにご連絡いたします。

　区長に就任して2ヶ月がたちました。
この間、多くの区民の皆様から温かい励
ましの言葉をいただき、区民の皆様との
協働による魅力あるまちづくりを進める
覚悟を更に強くいたしております。
●21年度区政方針を策定しました
　中央区では21年度の区政方針を策定いたしました。バ
ラを区のシンボルとし、歴史や文化を守り、人と人との
つながりを広げながら、新しい都市の魅力が加わった心
の豊かさを実感できる安心・安全・快適なまちづくりを
推進してまいります。
●今月は環境月間です
　地球温暖化防止の一環として、省エネを推進するため、
平成17年夏に始まったクールビズも5年目となりました。
今年も28℃の適温冷房を励行し、職員も「ノーネクタイ・
ノー上着」での執務を実施いたしますので、区民の皆様の
ご理解をよろしくお願いいたします。
●朝食の大切さを学んでみませんか
　これからうっとうしい梅雨の時期になりますが、体調
管理は万全でしょうか。健康的な生活のためには1日3食
の規則正しい食事が大切です。特に1日の始まりとなる朝
食は、栄養と生活リズムの両面から大切にする必要があ
ることから、子育てを担う世代を対象に朝食の大切さを
学ぶ教室を保健センターで開催します。親子で楽しく料
理をつくりながら食生活を見直す機会にしていただけれ
ばと思います。 中央区長　増岡 一夫
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