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第10回  音楽の贈りもの アフタヌーン・クリスマス・コンサート

シエナ・ブラス5
～シエナ・ブラス5から
　クリスマスの贈り物～

日時 12月5日㈯ 12時～19時
会場 さいたま新都心 けやきひろば
　　　　（雨天時  1階  プラザ2）

バラのまち中央区アートフェスタ
2nd.STAGE

♪けやきひろばでキャンドルナイト
　　ロウソクのあかりで会場をライトアップ!
　　昼間とはちょっと違う神秘的な雰囲気をお楽しみください。

♪NEXT STAGE INFORMATION
　3rd. STAGE「区民コンサート」
　　平成22年2月27日㈯13：30～
　　彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）音楽ホール

♪けやきひろばでキャンドルナイト
　　ロウソクのあかりで会場をライトアップ!
　　昼間とはちょっと違う神秘的な雰囲気をお楽しみください。

♪NEXT STAGE INFORMATION
　3rd. STAGE「区民コンサート」
　　平成22年2月27日㈯13：30～
　　彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）音楽ホール

アートフェスタは、区民会議のホームページでも

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 3833・8909
 区コミュニティ課 3840・6020 6840・6161

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 3833・8909
 区コミュニティ課 3840・6020 6840・6161

※駐車場のご用意はありませんので、お車での来場はご遠慮ください※駐車場のご用意はありませんので、お車での来場はご遠慮ください
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LOVE&PEACEコンサート’09LOVE&PEACEコンサート’09
入場
無料！

彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰） 公 演 情 報

埼玉大学創立60周年を記念して埼玉大学教育学部
音楽教育講座教員が素敵な音楽をお届けします

クリスマスのひと時に
華やかな金管五重奏を
お楽しみください！

日　時 12月12日㈯  14時開演（13時30分開場）
対象・定員 小学生以上・600人（先着順）
費　用 無料
共　催 埼玉大学教育学部音楽教育講座 埼玉大学
後　援 桜区五公民館協働事業 埼玉県教育委員会
 さいたま市教育委員会
問合せ 埼玉大学総務課広報係
 3858･3932　6858･9057
 　koho@gr.saitama-u.ac.jp
詳しくは埼玉大学ホームページでも

日　時 12月23日㈷
 14時開演（15時終演予定）
曲　目  J.S.バッハ=グノー：アヴェ・マリア
 バーリン：ホワイト・クリスマス
 Jポップクリスマス …恋人がサンタクロース
  …クリスマス・イブ　ほか
費　用 全席指定　1,000円
申込み・問合せ　彩の国さいたま芸術劇場
　　　　　　　　30570･064･939　6858･5515

★今年も与野商店会連合会の
　「わくわくスタンプラリー」と
　コラボレーション!
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
コンサート会場に応募用紙をお持ち
いただいた方に粗品をプレゼント・
さらにスタンプも1つ押印いたします！
このチャンスをお見逃しなく！
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
▶スタンプラリーのお問い合わせは…
　与野商店会連合会　事務局
　3855･8011　6853・2821
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埼玉大学 検索

中央区区民会議 検索

　2nd STAGEはジョン・レノン・ミュージアムの目の前・さいたま新都心けやきひろばから、音楽を
通して「バラのまち中央区」そして「LOVE&PEACE」を発信します。世界人類の平和を祈って、
さいたま市にゆかりのあるアマチュアミュージシャンたちが世界中のどのアーティストにも負けない
音楽をお届けします。みんなで一緒に「LOVE&PEACE」をけやきひろばから発信しましょう!
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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 12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。

　区内小学生の皆さんに応募いただいた
「明るい選挙啓発ポスター」を展示します。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

　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。
問合せ 区コミュニティ課
 3840･6021　6840･6161

　11月10日㈫、さいたま市自治会活動功労者表彰
式を開催しました。
　中央区からは、大和町自治会の田中一夫会長が
表彰されました。おめでとうございます。

明るい選挙啓発ポスター展示会

期　日 12月15日㈫～22日㈫
 （土・日曜日は除く）
 8時30分～17時15分
会　場 中央区役所 ロビー
問合せ 中央区明るい選挙推進協議会事務局
　　　　　（区総務課内）
 3840・6014　6840・6160

自治会・町内会に加入しましょう

さいたま市自治会活動功労者表彰

あなたも

さいたま市入選作品

石井  理沙さん
（鈴谷小学校6年生）

大戸児童センター （中央区大戸）向原児童センター （中央区下落合）

乳幼児向け　おたのしみ会

日時…12月17日㈭　10時30分～11時30分
対象…乳幼児とその保護者
申込み…12月2日㈬9時から直接センターへ
問合せ…向原児童センター
　　　　 ・ 834・6083

クリスマスコンサート
ピアノの連弾とサクソフォンの生演奏

日時…12月20日㈰　14時～15時30分
対象・定員…どなたでも（幼児は保護者
同伴）・100人（先着順）
問合せ…大戸児童センター
　　　　 ・ 831・9536

児童センターのお知らせ

与野本町児童センター （中央区本町東）

ヨチヨチペンギン・親子教室キャロット合同

おたのしみ会
日時…12月10日㈭　10時30分～12時
対象…乳幼児とその保護者
問合せ…与野本町児童センター
　　　　 855･5655　 855･5669

　今年も残すところ1か月となりました。区民の
皆さまには多大なご理解とご支援を賜り、誠にあ
りがとうございました。心より御礼申し上げます。

●冬の交通事故防止運動
　1日から14日までの2週間、冬の交通事故防止運動が行われます。
交通事故防止には、一人ひとりの「交通事故を起こさない」「交通ルー
ルを守る」という意識が重要です。夕暮れ時の早めのライト点灯や、
安全な車間距離を分かりやすく体感できる｢ 0

ゼロ・イチ・ゼロ・ニ

1 0 2 運動｣の推進等、
皆さまのご協力をお願いします。

●防犯の輪を広げよう
　年末は犯罪の起こりやすい時期です。中央区では、自主防犯団体の
皆さまの活動に加え、区の職員による週2回の青色防犯パトロールを
行っています。一人ひとりが「自分たちの安全は自分たちで守る」とい
う意識を高め、防犯の輪を広げていただきたいと思います。

●「アートフェスタ」など
　5日には、新都心けやきひろばで「バラのまち中央区アートフェスタ」
の第2弾「L

ラ ブ

OVE&P
ピ ー ス

EACEコンサート’09」が開催されます。また22日
には、一山神社で冬至祭が行われます。祭事の最後には、一年のけが
れをはらい、来たる年の無病息災・家内安全を願う「火渡り」が行われ
ますので、挑戦してみてはいかがでしょうか。  
 中央区長　増岡 一夫
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