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11月14日㊏・15日㊐
10：00～15：30
中央区役所周辺
10：00～15：30
中央区役所周辺

11月14日㊏・15日㊐
10：00～15：30
中央区役所周辺

日　時

会　場

✺コミュニティ団体出店・展示
✺友好都市コーナー
✺農産物即売会
✺区内小中学校図画工作・美術展
✺「与野ふるさと音頭」おどり流し（14日）
✺各種ステージ・パフォーマンス
✺「歯っぴー♡ハッピー」コーナー　　　ほか

11月14日（土）・15日（日）
10時～15時30分

プール体育館

区役所
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区民まつり開催に伴い、下落合プール駐車場及び本館が利用できなくなります。
日　時…駐車場：11月12日㈭午後～11月15日㈰
　　　　本　館：11月13日㈮～11月16日㈪
問合せ…下落合プール　3852･2518　6858･2621

問 合 せ 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）
3８４０・６０２０　6８４０・６１６１
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）
3８４０・６０２０　6８４０・６１６１
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）
3８４０・６０２０　6８４０・６１６１

※会場周辺は交通規制が実施されます。
駐車場はありませんので、お車でのご
来場はご遠慮ください。

13日㈮午後から15日㈰まで、まつりのため
区役所駐車場は利用できません。

交通
規制図

✎下落合プール休館のお知らせ ✎
当日の開催等については「さいたまコールセンター」に
お問い合わせください。（8時～）
3835･3156　6827･8656

イベント

日　時　11月15日㈰　10時～15時（12時～13時除く）
会　場　与野体育館（中央区下落合）
内　容　歯科検診・歯の健康相談・フッ素塗布など
　　　　フッ素塗布 対象：市内在住の3歳～未就学児
費　用　500円（要事前申し込み）
申込み　11月2日㈪～11月12日㈭（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　10時～12時・13時～15時30分に、直接、㈳与野歯科

医師会事務所（中央区本町東 中央区保健センター3F）へ
　　　　 ※電話での申し込みは受け付けておりません。
問合せ　㈳与野歯科医師会　3855・3151　6857・2762
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中央区区民まつり'09区民まつり'09

「歯っぴー♡ハッピー」コーナー「歯っぴー♡ハッピー」コーナー「歯っぴー♡ハッピー」コーナー「歯っぴー♡ハッピー」コーナー

　「広げようコミュニティの輪」をテーマに中央区区民まつり’09を開催します。中央区コミュニティ
会議推進協議会（「コミ協」）加入団体の出店・出演をはじめ、友好都市の物産やさまざまなパフォーマ
ンスをご用意して、皆さまのご来場をお待ちしています。

　「広げようコミュニティの輪」をテーマに中央区区民まつり’09を開催します。中央区コミュニティ
会議推進協議会（「コミ協」）加入団体の出店・出演をはじめ、友好都市の物産やさまざまなパフォーマ
ンスをご用意して、皆さまのご来場をお待ちしています。

※天候によって内容が変更になる
　場合があります
※天候によって内容が変更になる
　場合があります
※天候によって内容が変更になる
　場合があります
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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 11月29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。

与野中央公園予定地の一角に、「ドングリの森」をつくっています。当日は木を植えるだけでなく、苗木づくりや
ドングリ工作・試食などもご用意しています。緑あふれる豊かなまちづくりに、あなたも参加してみませんか？

●コミュニティまちづくり事業 与野･水と緑の会 ドングリの森づくり

日　時…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　緑色の「コミ協」のぼりを目印に）
費　用…無料（傷害保険料はコミ協負担）
問合せ…与野・水と緑の会　加藤 3･6853･6570
 コミ協事務局（区コミュニティ課内） 3840･6020　6840･6161

光の庭　プロムナード・コンサート  at 音楽ホール
彩の国さいたま芸術劇場 構成 :大塚直哉

入場
無料

バラのまち中央区アートフェスタ　3rd STAGE

アートフェスタは、区民会議のホームページでも

11月29日㈰　10時～
中央区役所3階 大会議室　傍聴可・先着10人
問合せ　区コミュニティ課
　　　　3840・6020　6840･6161

中央区区民会議 http://kuminkaigi.jp/検索

県民の日スペシャル！
「区民コンサート」出演者募集

内　容
対　象
定　員

申込み

問合せ

「区民の部」への出演（舞台への出入りも含め、1組8分間）
区内在住、在学、在勤の方（年齢、個人・団体不問）
10組程度（応募多数の場合は抽せん。なお、初めて応募さ
れた方を優先させていただきます）※出演決定者の発表は、
決定通知の発送をもってかえさせていただきます。

はがき（1組1通のみ）で、住所・氏名（団体の場合は代表
者）・年齢（学年）・電話番号・演奏内容（ジャンル・曲目）
等を、11月19日㈭（必着）までに〒338-8686（住所不
要）中央区コミュニティ課「区民コンサート」受付へ
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

 　今年度の「アートフェスタ」のフィナーレ、来年2月27日㈯
（13：30開演予定）の「区民コンサート」の出演者を募集します。

♪あなたも彩の国さいたま芸術劇場のステージに♪

日　時 11月14日㈯  14時開演（15時終演予定）
会　場 彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）音楽ホール
出　演 徳岡めぐみ（オルガン）、尾崎温子（バロック・オーボエ）
曲　目 マルチェッロのアダージョ
　　　　《夕焼け小焼け》のメロディによる即興演奏
 ※終演後にはオルガンを見学・体験することができます。
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場　音楽担当
 3858・5506　6858・5515

第 4 回
中 央 区
区民会議

　秋の深まりを日一日と感じる季節
となりました。秋は「スポーツ」「文化」
「祭り」の季節でもあります。
　8月に行われた「第36回全日本中学
校陸上競技選手権大会」の男子1500m
において、与野西中学校の打越雄允君が、みごと優勝を果たし
ました。また、同じく8月の「第32回全国JOCジュニアオリンピ
ックカップ夏季水泳競技大会」においては、「与野水球クラブ」が
12歳以下の部門で3年ぶり11回目の優勝を勝ち取りました。今
後のさらなるご活躍を祈っています。みなさん、おめでとうご
ざいました。
　一方、長年にわたって区内スポーツ少年団の指導者として活
躍された木田正明さんが、残念ながら亡くなられました。心か
らご冥福をお祈り申し上げます。
　さて、まつりといえば、今年も「広げようコミュニティの輪」を
テーマに、14日・15日の2日間「中央区区民まつり’09」を開催し
ます。ステージや中央通りでのパフォーマンス・「コミュニティ
会議推進協議会」会員を中心とした出店や友好都市の特産品・区
内小中学生の作品をはじめとした展示など、子どもから大人ま
でたくさんの皆さまにお楽しみいただけるプログラムとなって
おりますので、ぜひ会場に足を運んでいただきたいと思います。 
 中央区長　増岡 一夫
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