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11月3日㈷　10時～12時
会場 与野中央公園予定地（中央区鈴谷9）

――――――――――――――――――――――――――――――――

✱与野・水と緑の会 
　ドングリの森づくり
　（コミュニテイまちづくり事業）

参加費・
申し込み
不要

　　今月は
中央区コミュニティ会議推進協議会

「コミ協」からの
お知らせがいっぱい！

――――――――――――――――――――――――――――――――――

✱事例研究のつどい

――――――――――――――――――――――――――――――――――

✱さいたま市与野歩こう会 
　中央区ふるさと散歩
　（コミュニテイまちづくり事業）

中央区コミュニティ会議推進協議会事務局
（区コミュニティ課内）
3840･6020　6840・6161

10月31日㈯　9時～12時

Aけやきひろば　B与野本町駅西口広場　C鈴谷西公園

10月3日㈯　14時～16時
会場 与野本町コミュニティセンター
　　 （中央区本町東）参加された方には

プレゼントも！
参加された方には
プレゼントも！
参加された方には
プレゼントも！
参加された方には
プレゼントも！

詳しくは、今月一緒にお配りしたコミ協広報紙「はぁもにぃ第11号」をご覧ください。

区内3ヶ所からスタート

広げよう広げよう広げよう
コミュニテ

ィの輪
コミュニテ

ィの輪
コミュニテ

ィの輪

日　時 11月14日㈯　13時30分～
会　場 中央区役所前 与野中央通り
対　象 15～50人の団体（男女・年齢不問）
 ※雨天中止・当日のおどり流しは申し込み順となります 
申込み・問合せ
　10月16日㈮までに
　中央区区民まつり実行委員会事務局（区コミュニティ課内）へ
　3840･6020　6840･6161

中央区区民まつり'09 中央区区民まつり'09 「与野ふるさと音頭」「与野ふるさと音頭」おどり流しおどり流し
参加者
募集！

●文化協会
さいたま市民文化祭2009 11月1日㈰ ～3日㈷  会場／与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）ほか

●中央区スポーツ振興会
中央区民ハイキング 11月 8日㈰ ※岩槻駅交番前集合・10月15日㈭までに往復はがきで申し込み

●与野地区社会福祉協議会
在宅介護者のためのリフレッシュ会食 11月 20日㈮ ※10月20日㈫までにはがき又はファクスで申し込み
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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 10月25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。

第18回  大正時代まつり第18回  大正時代まつり
与野停車場通り 

日  時 10月24日㈯ 10時～17時
 ※雨天の場合は25日㈰に順延

会  場　与野駅西口駅前通り周辺

日  時

会  場

問合せ
さいたま商工会議所与野支所
3855・8011　6853・2821

問合せ

当日の開催案内
30180・993・045

（10/23～25のみ音声案内が流れます）

当日の開催案内

　いよいよ秋本番、行楽シーズンとなりまし
た。お出かけされる方も多いと思いますが、
くれぐれも交通事故には注意していただきた
いと思います。
●大正時代へタイムスリップ
　24日は大正時代まつり。大正元年11月1日の与野駅開設80周年
を記念して始まり、今年で18回目になります。与野駅前通りにおい
て、古き良き大正時代のロマンをテーマとした仮装パレードや、大
正琴の演奏をはじめとする盛り沢山のイベントが開催されますので、
どうぞお気軽にお出かけください。

●中央区ふるさと散歩
　31日にはさいたま市与野歩こう会と中央区コミュニティ会議推
進協議会の皆さんによる「中央区ふるさと散歩」が行われます。地域
の方々と一緒に歩くことで、普段見慣れた街並みでも思わぬ発見が
あるかもしれません。健康づくりも兼ね、どうぞふるってご参加く
ださい。
●環境にやさしい生活を心がけましょう
　10月は「3R推進月間」です。ごみを減らす「R

リ デ ュ ー ス

educe」、使えるも
のを再使用する 「R

リ ユ ー ス

euse」、そして資源を再生利用する「R
リ サ イ ク ル

ecycle」の
3つの単語の頭文字“Ｒ”をとって 3Ｒ（スリーアール）といいます。
これを機会に、「買い物袋を持参する」「分別回収に協力する」など、
環境にやさしい生活を心がけましょう。 中央区長　増岡 一夫

会　場 与野本町児童センター・老人憩いの家 向原児童センター 大戸児童センター
対　象 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）

定員（先着順） 43組 20組 20組

申　込
10月2日㈮　9時～ 直接各児童センターへ（電話での受け付けはいたしません）
中央区本町東5-17-25 中央区下落合7-11-9 中央区大戸6-2-19

問合せ 3855・5655  6855・5699 3・6834・6083 3・6831・9536

児童センター  de 花づくり
－みんなで育てよう 子どもと花・みどり－

10月31日㈯ 10時30分～12時　※雨天の場合は11月1日㈰に順延

※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！問い合わせは各児童センターへどうぞ！

おいもほりに行こう！
日　時 10月28日㈬　10時30分～11時30分　※雨天の場合は29日㈭に順延
会　場 “与野の大カヤ”近く・鈴谷4丁目のいも畑
対　象 幼児とその保護者
定　員 大戸児童センター40組、与野本町・向原児童センター各30組の計100組
 （いずれも先着順）
費　用 1組450円（おいも3株分）
申込み 10月2日㈮9時から、各児童センターに参加費を添えてお申し込みください。

中
央区
花づくり事業

中
央区
花づくり事業

参加さ
れた方

全員に

ミニバ
ラプレ

ゼント
！

♬

♪

♪

児童センターのお知らせ
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