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のコミュニティまちづくり事業

★コミ協への入会申請は、随時受け付けています。
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

●コミュニティまちづくり事業 ●「コミ協」の活動支援メニュー

広げよう
コミュニティの輪

　加入団体のみなさんが企画・運営するコミュニティ
づくり・まちづくりのための事業を支援します！
○コミ協が共催・10万円を上限に費用を負担します
○広報（周知）および会場確保等について支援します
※期間等限りがありますので、詳しくは事務局までお問
い合わせください（事業案内のリーフレットをご用意
しています）

そのまちづ
くりのアイ

デア、

お手伝いします!

6月21日土 14時～

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

日　時
与野本町コミュニティセンター
多目的ルーム（大）（中央区本町東）会　場

「与野太郎と与野のルーツを求めて」基調講演

歴史研究家 小林 民雄氏（中央区下落合在住）講　　師

■中央区民生委員・児童委員協議会
■㈳埼玉中央青年会議所

事例研究
発　　表

中央区コミュニティ会議推進協議会「コミ協」は、区内を中心に
コミュニティ活動を進めている76団体の連合組織です

事例研究のつどい事例研究のつどい事例研究のつどい
 　コミ協恒例の「つどい」がやってまいりました。区内を中心にさまざまなコミュ
ニティ活動を展開している皆さんから、普段の活動やその成果の発表があるほか、
地域に密着した話題で楽しい基調講演をいただきます。費用は無料、どなたでも参
加できます。皆さんも地域のコミュニティ活動に参加してみませんか。

来場された方には、
ミニバラのプレゼント！
　　（数に限りあり・
　　ご了承ください）

NEW！

NEW！

NEW！

　コミュニティまちづくり事業では、各加入団体の活
動への支援もしています。

○1色/2色印刷（リソグラフ A3判まで）
　30枚以上 10円/10枚 普通用紙は持ち込み不要！
　インク…黒・赤・青・緑
○カラー印刷
 （カラーコピー・レーザープリント　A3判まで）
　10円/枚 ※白黒も可
○物品の貸し出し（要予約）
　ワイヤレスマイク＋アンプ/トランジスタメガホン
/DVD・VHSプレーヤー　　　/プロジェクター/60
インチスクリーン　　　/デジタルカメラ ほか

　…このほか、区役所内の多目的室やメールボックス・
パンフレットスタンドの利用などもできます。ぜひご
活用ください。皆さんと一緒に、中央区をすてきな
「コミュニティのまち」にしていきませんか！▲大好評の「ドングリの森づくり」

▲「親子でうどん作り」
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こんにちはこんにちは
です区区長長

日曜納税窓口
　月～金曜日に納税できない方のために日曜納税窓口を開設します。
お気軽にご利用ください。
※取り扱い業務は、市税の納付と納税相談のみとなります。
○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。

認知症サポーター養成講座
　認知症サポーター養成講座は、国の認知症サポーター
100万人キャラバン事業に合わせて行うもので、区役所に
登録したキャラバン・メイトが講師になり、1時間半ほど
の時間で認知症や認知症の方への接し方などを楽しく学
ぶ講座です。区民、区内の団体・企業からのご希望があ
れば、講師の派遣や出前講座もいたします。お気軽にご
連絡ください。
問合せ　中央区高齢介護課　3840・6068

「第58回社会を明るくする運動」の
一斉街頭広報活動
　この運動は、地域活動の推進による少年の
非行防止と更生の援助により、非行のない明
るい社会を築こうとする全国的な運動です。
日　　時 7月1日㈫　17時30分～18時30分
場　　所 JRさいたま新都心駅デッキ
※当日は、与野東中学校「ポップコーン・
　サウンズ・オーケストラ」による演奏を行います。
問 合 せ 中央区福祉課　3840・6053

　区内を中心にさまざまな活動をしている団
体の連合組織「中央区コミュニティ会議推進
協議会（コミ協）」。現在76団体が加入して
いる「コミ協」では、コミュニティ活動を通じて区民を対象にま
ちづくりを実践する事業を支援するほか、活動を進める上での印
刷・物品などを支援する「コミュニティまちづくり事業」や、年2
回広報紙「はぁもにぃ」の発行などを行っています。今月21日の
「事例研究のつどい」では、皆さんの日ごろの活動や成果の披露
がとても楽しみです。中央区は、地域のコミュニティがさらに活
性化されるよう、皆さまと協働して取り組んでまいります。
　本市では、昨年度から地域の認知症サポーターを養成していく
事業をスタートさせました。認知症になった方ができるだけ住み
慣れた地域で暮らしていけるよう、養成講座を積極的に開催して
います。講座では、地域での見守り活動の情報も提供するほか、
出前講座もいたしますので、お気軽にご参加ください。
　6月は環境月間です。さいたま市では地球温暖化防止の一環とし
て、28℃の適温冷房を励行し、職員も「ノーネクタイ・ノー上
着」で応対をさせていただきます。区民の皆さまのご理解・ご協
力をよろしくお願いいたします。

6月29日㈰ 9時～15時

中央区長　岩田　隆史

日　時  7月27日㈰
場　所  群馬県赤城・月夜野方面
対　象  中央区在住の
 ひとり親家庭の親子（中学生まで）
定　員  40人（応募多数の場合は抽せん）
費　用  親子2人で2,000円（1人追加につき1,000円）
申込み・問合せ
はがきに住所、氏名（参加希望者全員のふりがな）、
年齢（学年）、電話番号を記入して、6月25日㈬（必
着）までに
〒338-8686 中央区下落合5-7-10 中央区役所4階
与野地区社会福祉協議会へ。3854・3724
※抽せん結果は、7月上旬までにご連絡いたします。

 「親子でリフレッシュ」 「親子でリフレッシュ」ひとり親家庭
日帰りバス旅行でソーセージ作り体験などをします

与野地区社会福祉協議会からのお知らせ

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

光の庭　プロムナード・コンサート彩の国さいたま芸術劇場 構成 :大塚直哉

入場
無料

土曜の昼下がり、光庭のある情報プラザで至福のひとときを過ごしていただく無料のコンサート。
ポジティフ・オルガン（移動ができるパイプオルガン）の魅力を、器楽や声楽とのアンサンブルでお届けします。

「クラシックは難しいかも…」「子どもが小さいから…」という方でもお気軽にどうぞ。

日　時 6月28日㈯　14時開演（14時40分終演予定）
会　場 彩の国さいたま芸術劇場　情報プラザ（中央区上峰）
出　演 小野田良子（オルガンとおはなし）
 共演／長岡敬二郎（パーカッション） 
曲　目 C.コリア：ラ・フィエスタ　ほか
※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　3858・5506

コミュニティの輪で
　　安心・安全な暮らし

～踊るオルガン～
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