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区民会議からのお知らせ

○第3回中央区区民会議

これからの「アートフェスタ」の予定は…

まちのまち蔵蔵
9月27日日
13時30分開演（15時終演予定）

与野本町通り 蔵づくりの家
（中央区本町西 埼玉縣信用金庫与野支店南側 井原庸次邸）
※天候によって内容が変更となる場合があります
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（中央区本町西 埼玉縣信用金庫与野支店南側 井原庸次邸）
※天候によって内容が変更となる場合があります

9月27日日
13時30分開演（15時終演予定）

与野本町通り 蔵づくりの家
（中央区本町西 埼玉縣信用金庫与野支店南側 井原庸次邸）
※天候によって内容が変更となる場合があります

日  時

会  場

問合せ バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会　加藤 3・6833・8909 
 区コミュニティ課　3840・6020　6840・6161

2nd．STAGE「LOVE&PEACEコンサート'09」 12月 5日㈯ さいたま新都心 けやきひろば
3rd．STAGE「区民コンサート」　　　　22年 2月 27日㈯ 彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール

　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。

日　時 9月13日㈰　10時～
会　場 中央区役所3階　大会議室
問合せ 区コミュニティ課
 3840・6020
 6840・6161

馬頭琴とホーミー
――――――――――――
 岡林 立哉
―――――――――――

馬頭琴とホーミー
――――――――――――
 岡林 立哉
―――――――――――

馬頭琴とホーミー
――――――――――――
 岡林 立哉
―――――――――――

第1部

第2部 ご来場いただいた方には
ミニバラプレゼント！
※数に限りあり、ご了承ください

入 場
無 料

http://kuminkaigi.jp/

アートフェスタは、区民会議のホームページでも！

コンサートコンサート

第2回

歌声に夢をのせて歌声に夢をのせて
　気軽に音楽を楽しめると好評のロビーミニコンサート。お昼のひととき、
いつもとはちょっと違った雰囲気の区役所ロビーで、皆さんにさわやかな歌
声をお届けします。費用は無料。区役所にご用のない方もどうぞお気軽に。

日　時　9月14日㈪　12時15分～13時
会　場　中央区役所1階 ロビー
出　演　中村彩乃氏（ソプラノ） 、横山瑞枝氏（ピアノ）
曲　目　アベマリア、私を泣かせてください、市の花屋 ほか
問合せ　区コミュニティ課　3840･6020　6840･6161

バラのまち中央区アートフェスタ 1st. STAGE

　今年の「アートフェスタ」1st. STAGEは、古くからの面影
を残す与野本町通り・蔵づくりの家での「蔵のまちコンサート」。
中央区の貴重な歴史的資源・蔵づくりの家と世界の音楽が一つの
ストーリーを奏ではじめます。

中央区区民会議 検索

ギターソロと歌でつづる魅惑のアルゼンチン・タンゴ
―――――――――――――――――――――――
 飯泉 昌宏
 　　&
 峰 万里恵
―――――――――――

ギターソロと歌でつづる魅惑のアルゼンチン・タンゴ
―――――――――――――――――――――――
 飯泉 昌宏
 　　&
 峰 万里恵
―――――――――――

ギターソロと歌でつづる魅惑のアルゼンチン・タンゴ
―――――――――――――――――――――――
 飯泉 昌宏
 　　&
 峰 万里恵
―――――――――――

中村彩乃氏
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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
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 9月27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。

出店（出展）団体募集！出店（出展）団体募集！出店（出展）団体募集！

●浦和西交通安全協会

交通安全大会を開催します

例年たくさんの人出でにぎわう中央区区民まつりでは、「コミュニティの輪」を
さらに広げるため、今年も出店（出展）団体を公募します。ふるってご応募ください。

日　時 9月20日㈰　14時（受付13時）
会　場 市産業文化センター（中央区下落合）

　9月21日から始まる「秋の全国交通安全運動」
を前に交通安全大会（出陣式・優良運転者等の表
彰式）を開催します。
　第2部では、区内在住のテノール歌手・石川隆彦、
ソプラノ・矢島洋子、ピアノ・萩原聡美の皆さん
によるミニコンサートをお楽しみいた
だけます。どなたでも参加できます
のでお気軽におこしください。

問合せ 浦和西交通安全協会
　　　 （浦和西警察署内）
 3・6855･3320

　地域の防災力を高めるため、地元自治会・自主防災会の協力のもと、
宿泊を伴う訓練を避難場所2ヶ所において実施します。
※一般の方は見学のみとなりますのでご了承ください。

日　時 9月5日㈯15時～6日㈰10時頃
会　場 ①与野東中学校（中央区下落合）体育館
 ②鈴谷小学校（中央区鈴谷）体育館
内　容 避難場所開設訓練、夜間運営訓練など
問合せ 区総務課　3840･6013　6840･6160

参加された方には
プレゼントも！

日時…9月26日㈯　14時～15時30分
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…荒木 眞知子氏（埼玉精神神経センター 医師）
申込み・問合せ…ナーシングヴィラ与野
　　　　　　　　3859・5375　6857・8532

認知症はこわくない～認知症の正しい知識～
避難場所夜間運営訓練を実施します 地域包括支援センター　無料講座

日時（区民まつり）……
対象・コマ数 ………

費用 ……………………

申込み・問合せ ……

区民まつり’09

11月14日㈯・15日㈰　10時～15時30分
区民、区内団体および企業・5コマ程度（応募多数の場合は抽せん）
負担金5,000円（テント・看板・机及びいす・電気配線込）
往復はがきに住所・氏名（団体名等）・電話番号・出店（出展）内容を記入し、
9月30日㈬（必着）までに〒338-8686（住所不要）中央区コミュニティ課内
中央区区民まつり’09実行委員会事務局へ　3840･6020　6840･6161

　学校では長い夏休みが終わり、
いよいよ2学期がスタートしまし
た。新学期が始まったばかりの
ころは、生活リズムが変わって
体調を崩しがちです。まだまだ
暑い日が続きますので体調管理
には十分気を付けていただきたいと思います。

●防災力を高めよう
　9月1日は「防災の日」。中央区では、5日・6日に、災害
時を想定した「避難場所夜間運営訓練」を与野東中学校と
鈴谷小学校の2か所で行います。自主防災組織の皆様に
はいろいろとご協力をいただきますが、この訓練での経
験をいざという時に役立てていただきたいと思います。

●敬老の日
　21日は「敬老の日」。区内の100歳以上の方は8月1日現
在21人、最長寿者は106歳です。さいたま市では、75歳
以上5歳ごとの満年齢の方と100歳以上の方に敬老祝金
を、また100歳になられた方や区内の最長寿者男女おひ
とりずつに記念品を贈呈して長寿をお祝いしているほか、
地域の敬老会開催も支援しています。

●「秋の全国交通安全運動」と「蔵のまちコンサート」
　秋の全国交通安全運動が21日から30日まで実施され
ます。交通ルールを守り、交通事故の撲滅に努めましょう。
また、27日は蔵のまちコンサート。どうぞお気軽にお出
かけください。
 中央区長　増岡 一夫
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