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七七 調調べべ夕夕のの

区民会議からのお知らせ

○第3期区民会議活動報告会
　6月3日、市内各区の区民会議代表者が
一同に会して第3期の活動について活動
報告を行いました。中央区区民会議から
も第3期の桒原順治会長が出席し、活動
の成果を市長に報告しました。

　中央区区民会議の第3期活動報告書
は、各区役所の情報公開コーナーで閲覧
できます。また、市ホームページでも公
開していますので是非ご覧ください。
（http://www.city.saitama.jp/）

○第2回区民会議
日　時 7月16日㈭　18時30分～
会　場 中央区役所3階　大会議室

　第4期の活動が総勢21人で始まりました！
今期はどんな提案が生まれるのでしょうか。
　区民会議は当日先着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下さい。

問合せ 区コミュニティ課
 3840･6020　6840･6161

中央区区民会議 検索

http：//kuminkaigi.jp/
アートフェスタも区民会議ホームページで！

7月7日㈫　12時15分～13時
中央区役所1階ロビー
喜怒哀楽亭 上村まさ子（ピアノ弾き語り部）
落語より「松山鏡」・葉っぱのフレディー　ほか
問合せ　区コミュニティ課　3840･6020　6840･6161

第1回

音楽を気軽に楽しめる、と好評の「ロビーミニコンサート」。
今回は、落語や詩などに音楽を交えた、ちょっと素敵なショーをお届けします。
皆さんに身近な区役所ロビーで、お昼のひととき憩いのコンサートを楽しんでみ
ませんか。

音楽を気軽に楽しめる、と好評の「ロビーミニコンサート」。
今回は、落語や詩などに音楽を交えた、ちょっと素敵なショーをお届けします。
皆さんに身近な区役所ロビーで、お昼のひととき憩いのコンサートを楽しんでみ
ませんか。

日　時

会　場

出　演

曲　目

桒原会長から市長に▲

入場
無料！

第4期スタート！
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こんにちはこんにちは
です区区長長今月の日曜納税窓口今月の日曜納税窓口今月の日曜納税窓口

　火災から大切な生命を守るため、消防法及びさいたま市
火災予防条例により、平成21年6月1日から市内のすべて
の住宅に、『住宅用火災警報器』の設置が義務化されました。

問合せ 消防局予防課 3833･8218 6833･7529

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

～放浪する音～
入場
無料

日　時 7月25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 小野田良子（オルガンとおはなし）
 高木潤一（ギター）
曲　目 D.ガレスピー：チュニジアの夜
 C.コリア：スペイン　ほか
※終演後、オルガンの見学と体験が
　ございます。
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場
 3858･5511　6858・5515

　土曜の昼下がり、光庭のあるオープンスペースで至福のひと
ときを過ごしていただく無料のコンサート。ポジティフ・オル
ガン（移動ができるパイプオルガン）の魅力を、器楽や声楽と
のアンサンブルでお届けします。「クラシックは難しいかも
…」「子どもが小さいから…」という方でもお気軽にどうぞ。

▲高齢の方向けの運動遊具を設置した
　「うんどう遊園」

期　　日
会　　場

対象・定員
応募方法

9月～11月（全12回・金曜日10時から2時間程度　実技指導・講義など）
実技指導▶与野中央公園（中央区新中里）、大戸公園（中央区大戸）
講　　義▶中央区役所（中央区下落合）
区内在住で60歳以上の健康な方・4人（応募多数の場合は選考）
8月7日㈮までに電話又はファクスで住所、氏名、年齢、電話番号、
応募理由を区高齢介護課へ　3840･6067　6840・6167

営業時間 9時～18時
料　　金 大　　人…310円
 小中学生…100円
問 合 せ 下落合プール（中央区下落合） 3852・2518  6858･2621

7月4日土～8月31日月7月4日土～8月31日月
※7月6日㈪～10日㈮、13日㈪～17日㈮の
　屋外・こどもプールは休場となります
※7月6日㈪～10日㈮、13日㈪～17日㈮の
　屋外・こどもプールは休場となりますご利用くださいご利用くださいご利用ください

ををを下落合プ
ール

下落合プ
ール

下落合プ
ール

下落合プ
ール

※講座修了生は、うんどう遊園地域指導員として、介護予防「うんどう教室」の
指導員のサポーター等として活動していただきます

受講生

 募集！
あなたも「うんどう遊園地域指導員」になってみませんか
運動遊具を使用した運動を指導する「うんどう遊園地域指導員」の養成講座を開講します。運動遊具を使用した運動を指導する「うんどう遊園地域指導員」の養成講座を開講します。運動遊具を使用した運動を指導する「うんどう遊園地域指導員」の養成講座を開講します。

『住宅用火災警報器』を
設置しましょう!

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 7月26日㈰　9時～15時
会場・問合せ 市税（区役所2階　収納課）
 3840･6042　6840･6164

 国民健康保険税（区役所1階　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。

　夏祭りの季節となりました。7月中旬
を中心に、中央区内各地域で、「与野夏祭
り」が開催されます。なかでも18日㈯と
19日㈰には、本町通り周辺に夜店市が立
ち並ぶなか、6基のお御

み こ し

輿が渡
と ぎ ょ

御し、見
ごたえ十分です。ぜひお出かけください。
　また、楽しい夏休みもまもなくです。海や山など外出の
機会が増えると思いますが、事故の無い楽しい夏休みにし
てください。

●ロビーミニコンサート
　7日㈫、区役所ロビーで「ロビーミニコンサート」を開催
いたします。今回は、落語や詩などに音楽を交えた「七夕
の調べ」をお届けします。どうぞお気軽に区役所においで
ください。

●還付金詐欺
　区役所等の職員を名乗り、現金自動預け払い機（ATM）
の操作を指示して振り込みをさせる「還付金詐欺」が後を絶
ちません。
　区役所では、還付金等の受け取りのために、ATMの操
作を求めることは絶対にありませんので、どうぞご注意く
ださい。また、不審に思われた時は、必ず区役所等にご確
認くださいますようお願いいたします。

●社会を明るくする運動強化月間
　今年も7月を強化月間として、第59回「社会を明るくす
る運動」が全国的に展開されます。さいたま浦和地区推進
委員会でも、一斉街頭広報活動や講演会を実施し啓発活動
を行います。 中央区長　増岡 一夫
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