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　例年1,000人を超える
方が参加する「コミ協」
の与野公園清掃。
ばらまつり（5月17日㈯･
18日㈰　9時～17時）を
前に、地域の方々と一緒
に与野公園をきれいにしませんか。「コミ協」への加入を問わ
ず、たくさんの皆さんの参加をお待ちしています。
日　時 5月10日㈯　8時から（1時間程度）
　※雨天の場合11日㈰に順延／傷害保険料はコミ協が負担します
問合せ 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）3840・6020

■基本目標

1 安心・安全・快適なまちづくり

5 愛され、親しまれる
　区役所を目指します

区政方針区政方針区政方針
平成20年度

中央区

新しい都市文化の創造と
交流が育てる安心な暮らし

バラを区のシンボルとして
古くから受け継いできた歴史や文化を守り
人と人とのつながりを広げながら
新しい都市の魅力が加わった
心の豊かさを実感できる
安心・安全・快適なまちづくりを目指します

中央区の将来像

区政方針（リーフレット）は、区役所情報
公開コーナーのほか、区内の各公共施設
（コミュニティセンター・公民館など）
でお配りしています。
問合せ　中央区総務課 840・6013

区政方針（リーフレット）は、区役所情報
公開コーナーのほか、区内の各公共施設
（コミュニティセンター・公民館など）
でお配りしています。
問合せ　中央区総務課 840・6013

防犯・防災及び交通安全対策を図るとともに、誰も
が健康で安心して暮らせるまちづくりを進めます。

区民相互のふれあい・交流、コミュニ
ティの充実に努め、心のかようまち
づくりを進めます。

区民が親しみやすい区役所を
目指して窓口サービスの向上
などに取り組みます。

歴史ある街並みや新しい都市空間、
それら地域の資源を活かした個性
あるまちづくりを進めます。

「パッケージ工房」「パッケージ工房」
新設オープン！

5月19日㈪

5月10日㈯
与野公園清掃

…引越しや出産・婚姻などの“ライフイベント”の際に必要と
なる戸籍の届出や転入･転出届などのほか、国民健康保険･国
民年金、児童手当･乳幼児医療、介護保険などの手続きを、区
民課の「パッケージ工房」窓口でまとめて受け付けできます。

ライフイベントで必要な手続きをまとめて！
ワンストップサービスで利便性アップ・待ち時間短縮・
手続き漏れ防止で負担軽減！

…証明申請窓口では、住民票などと一緒に税の証明も申請
できます。

問合せ 中央区区民課　3840・6034
 中央区総務課　3840・6013

証明申請窓口で税証明も！

地域の課題や将来像について区民と
ともに考え、協働して魅力あるまち
づくりを進めます。

2 地域資源を活かした
　まちづくり

3 ふれあいのある
　まちづくり

4 区民との協働による
　まちづくり
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こんにちはこんにちは
です区区長長

区民会議からのお知らせ

日曜納税窓口
○市税（国民健康保険税を除く）
会場・問合せ　中央区役所 2階 収納課       3840・6042
○国民健康保険税
会場・問合せ　中央区役所 1階 保険年金課 3840・6073
　他の区役所収納課・保険年金課でも開設しています。

第1回 中央区地域包括支援センター連絡会

第9回中央区区民会議

日　　時 5月23日㈮ 　13時30分～15時
会　　場 中央区役所3階 302会議室
内　　容 地域包括支援センター決算、予算・事業計画、
 平成20年度地域支援事業
傍聴定員 10人（先着順）
申込・問合せ 5月7日㈬から5月16日㈮までに、電話又は
 ファクスで中央区高齢介護課へ
 3840・6068　6840・6167

　4月から中央区の区長に就任いたしました岩田
です。どうぞよろしくお願いいたします。
　皆さまに親しまれております与野公園内のバラ
園は、バラ園活性化事業3年目を迎え、47種類･
2,700株のバラが咲き誇り、5月17日･18日には
恒例の「ばらまつり」が開催されます。また、ばらまつり前の10日には、
「与野公園清掃」が行われます。多くの皆さまの参加、そして「ばらまつ
り」へのご来場をお待ちしております。
　さて、中央区では20年度の区政方針を策定いたしました。バラを区の
シンボルとし、歴史や文化を守り、人と人とのつながりを広げながら、新
しい都市の魅力が加わった心の豊かさを実感できる安心・安全・快適な
まちづくりを目指し、5つの基本目標を掲げて、まちづくりを推進してまい
ります。
　また、5月19日からは、窓口のパッケージ化による“ワンストップサービ
ス”を始めます。引越しや出産・婚姻などに伴って必要となる各種の届出
などを、区民課に新設した専用窓口「パッケージ工房」で受け付けます。
転入届などのほか、国民健康保険･国民年金、児童手当や子育て支援医
療などの手続きも、まとめて受け付けることができます。さらに、証明申
請窓口では住民票などと一緒に税の証明も申請できますので、ぜひご
利用ください。
　これからも、区民の皆様に愛され、親しまれる区役所を目指してまいり
ます。皆さまのご理解・ご協力を心からお願い申し上げます。

5月25日㈰ 9時～15時

中央区長　岩田　隆史

児童センター de 花づくり児童センター de 花づくり児童センター de 花づくり
- みんなで育てよう 子どもと花・みどり -

児童センター合同行事

　児童センターで一緒にお花を植え・育ててみませんか？花づくりを通して色々な方とお友だちになったり、
「バラのまち中央区」の皆さんのお宅でミニバラを育ててみたり…ふだん児童センターにいらしたことのな
い方でも大歓迎！費用は無料です。区内3か所の児童センターが、たくさんの方の参加をお待ちしています。

会　場
対　象

定員（先着順）

申　込

問合せ

与野本町児童センター・老人憩いの家

35組

中央区本町東5-17-25
3855・5655

向原児童センター
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）

20組
5月7日㈬9時～直接各児童センターへ（電話での受付はいたしません）

中央区下落合7-11-9
3834・6083

大戸児童センター

20組

中央区大戸6-2-19
3831・9536

5月17日㈯　10時30分～12時　※雨天の場合、18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。

日　時　5月11日㈰　10時～
会　場 中央区役所3階 大会議室
問合せ　中央区コミュニティ課　3840・6020

　第3期の2年目に入っ
た区民会議。安心安全
な暮らし・緑と環境・
いきいき街づくりの3
部会が本格的な活動を
始めています！一度の
ぞいてみませんか（区
民会議は当日先着10人
まで傍聴できます）。

中央区区民会議 http://kuminkaigi.jp/

おもちゃの病院おもちゃの病院おもちゃの病院
（中央区大戸）

　お家に壊れたおもちゃや故障したおもちゃがあったら持って
きてネ。おじさん達が待ってま～す。

大戸児童センター

日　時　5月24日㈯～　10時～12時 
会場・問合せ　大戸児童センター　3831･9536

※「おもちゃの病院」は8月、11月、2月の第4土曜日にも
　開設予定です。

児童センターでは「園芸ボランティア」を募集中！
お問い合わせは各児童センターへどうぞ！

参加された方全員に、
ミニバラプレゼント!
参加された方全員に、
ミニバラプレゼント!
参加された方全員に、
ミニバラプレゼント!

さいたま市

子育てするなら

検索

アートフェスタも区民会議ホームページで！
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