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夏休み夏休み

スペシ
ャル！ル！

スペシ
ャル！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（中央区上峰）

日　時 8月22日㈯  14：00（14：40終演予定）
会　場 劇場内 1階情報プラザ
出　演 大塚　直哉（オルガンとおはなし）
 熊谷乃理子（ダンス）
曲　目 ヘンデル：涙ながれるままに
　　　　《崖の上のポニョ》のメロディによる即興演奏　ほか
※ワークショップは終演後、休憩を挟んで15時頃から1時間程度の予定。
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場　3858･5511　6858・5515

コミュニティまちづくり事業・活動支援メニューやコミ協への加入に関するお問い合わせは事務局へどうぞ
　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

　土曜の午後、光庭のある情報プラザで至福の
ひとときを過ごしていただく無料のコンサート。
8月は恒例の夏休み特別企画！オルガン×ダン
スのコラボで、親子いっしょに楽しめるプログ
ラムでお送りします。コンサートの後には、オル
ガン作りの秘密が詰まったオルガン・ワークショ
ップを開催します。

●コミュニティまちづくり事業
ふるさと与野の生活文化を楽しむ会　ふるさと文化交流　親子でうどん作り

　日　時 ▶8月29日㈯　10時～
　会　場 ▶与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）調理室
対象・定員 ▶区内在住の親子・6組（応募多数の場合は抽せん）
　費　用 ▶無料（材料費・傷害保険料は当協議会で負担いたします）
　申込み ▶往復はがきで住所、氏名（参加希望者全員のふりがな）、
 　年齢（学年）、電話番号を8月10日㈪（必着）までに
 　〒338-0014  中央区上峰3-14-16  本多明朗へ
  ※抽せん結果は、応募者全員にご連絡いたします。
　問合せ ▶ふるさと与野の生活文化を楽しむ会  本多
 　3・6852・4023
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上落合盆踊保存会

問合せ 上落合盆踊保存会  須永 3853・1207

日　時

会　場

入場
無料
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さいたまの盆踊りさいたまの盆踊り
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を設置しました！

オルガンと踊ろう！

問合せ 区くらし応援室
 3840・6026　6840・6162

※「くらし応援室」は、市民みなさまからの多様
なニーズに迅速かつ柔軟に対応できるよう、
区長直轄の組織として新設されました。これ
に伴い廃止される「生活課」の業務を引き継ぎ、
窓口サービスの一層の充実を図ります。

くらし応援室では、
　――――――――――――――
　•市民相談の予約・案内
　――――――――――――――
　•市民保養施設の予約
　――――――――――――――
　•交通安全
　――――――――――――――
　•犬の登録
　――――――――――――――
　•街路灯やカーブミラーの整備
　――――――――――――――
　•害虫の駆除
　――――――――――――――
　•道路や下水道の緊急修繕
　――――――――――――――
　•水道料金の収納
　――――――――――――――
…などを取り扱います。お気軽にご相談ください。
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こんにちはこんにちは
です区区長長

児童センターの お し ら せ
おばけ大会

○与野本町児童センター（中央区本町東）

大戸児童センター
（中央区大戸）

日　時…

対　象…
問合せ…

8月19日㈬ 幼児向け     10時～11時30分
 20日㈭ 小学生向け  14時～15時30分
19日：幼児と保護者　20日：小学生
与野本町児童センター
3855・5655　6855･5669

工作大会
①紙コプターをつくろう
②くるくる変わり絵をつくろう

日　　時……

対象・定員…

申 込 み……
　 ・
問 合 せ

①8月 6日㈭ 13時30分～14時
②8月 27日㈭ 13時30分～14時
①小学生以上・15人（先着順）
②3歳以上・15人
（小学生未満は保護者同伴、先着順）
①直接、大戸児童センターへ（受付中）
②8月17日㈪10時から、直接大戸児童センターへ   
3・6831・9536

○向原児童センター（中央区下落合）
日　時…
対　象…
問合せ…

8月27日㈭　13時30分～15時30分
幼児・小学生とその保護者
向原児童センター　3・6834・6083

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
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 8月30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
※衆議院議員総選挙の投票日となった場合、中止します。

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
　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。

日　時 8月30日㈰  9時～12時
会　場 さいたま新都心駅西口
 中央区新都心第8-1A街区
　　　　（彩の国8番館跡地）

内　容 さいたま市総合防災訓練（第30回八都県市合同防災訓練・
さいたま市会場）が中央区内で実施されます。このため、
例年行っている「中央区防災訓練」は、この訓練にか
わります。

問合せ 区総務課  3840・6013  6840・6160

※会場に駐車場はありませんので、車での来場はご遠慮ください。

会場
案内図
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訓練会場

問合せ　区コミュニティ課　3840･6021　6840･6161

防災訓練のお知らせ
　毎日暑い日が続いています。小さなお子
さんや高齢の方にとっては体調管理が大
切な季節です。水分をこまめに取り、無理
をしないで元気にこの夏を乗り越えまし
ょう。

●始めよう！介護予防
　高齢の方々を対象に、公民館で介護予防のための講座を開
催しています。趣味を広げ教養を深める高齢者学級と健康体
操教室で、お茶のいれ方・マッサージの方法、ウォーキング
に軽体操など、多彩なメニューを用意しております。これか
らスタートする講座もありますので、お気軽にご参加ください。

●盆踊りで夏バテを吹き飛ばそう
　いよいよ夏も後半となりますが、8月27日㈭から29日㈯ま
での3日間、北与野駅前で「さいたまの盆踊り大会」が盛大に
開催されます。楽しい企画もたくさん用意されているようで
す。盆踊りで夏バテを吹き飛ばしてみてはいかがでしょうか。

●防災意識を高めよう
　8月30日㈰、さいたま新都心第8-1A街区（彩の国8番館跡地）
を主要会場として、さいたま市総合防災訓練（第30回八都県
市合同防災訓練）が行われます。区民の皆さまにはいろいろと
ご協力をお願いいたしますが、この訓練に参加することで防
災に対する意識を高めていただければ幸いです。
 中央区長　増岡 一夫
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