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中央区区民会議 検索

アートフェスタも
区民会議ホームページで!

http://kuminkaigi.jp/

区民会議からのお知らせ

日　時 7月6日㈰ 10時～
会　場 中央区役所3階 302会議室
　年度末の提案に向けて具体的な活動が急ピッチで進
んでいる中央区の区民会議。区民会議は当日先着10人
まで傍聴できます。関心のある方はぜひ一度足を運ん
でみて下さい。
問合せ 中央区コミュニティ課　3840・6020

○第10回区民会議○19年度活動報告会

　5月29日、市内各区の区
民会議代表者が一同に会し
19年度の活動について活
動報告を行いました。中央
区区民会議からも星野健作
副会長が出席し、活動の成
果と「協働」の必要性を意
識しながら今後の活動を進
めていくことなどを相川市長に報告しました。
　中央区区民会議の平成19年度活動報告書は、各区役
所の情報公開コーナーで閲覧できます。また、市ホー
ムページでも公開していますので是非ご覧ください。
（http://www.city.saitama.jp/）

星野副会長から相川市長に

ロビーミニコンサートロビーミニコンサート
第 1 回

7月25日㈮ 12時15分～13時
中央区役所1階ロビー

日 時

会 場

出 演

問合せ　中央区コミュニティ課　3840・6020

こどもドルチェ
ヴィヴァルディ：『ふたつのヴァイオリンの為の協奏曲 第1楽章』

関口 はるな（リコーダー）
『椰子の実』

星の子合唱団（指揮：小島慶子　伴奏：筑波 則子）

『歌よありがとう』
 ほか

今年もやります中央区役所「ロビーミニコンサート」。
今年度の第1回目は「夏休み子どもロビーミニコンサート」と題し、
子どもたちも参加したヴァイオリン・リコーダー・合唱と、
盛りだくさんの楽しいステージをお届けします。
皆さんが気軽に立ち寄れる区役所ロビーで、
お昼のひととき「ふれあい」のコンサートを楽しんでみませんか。

夏休み子どもロビーミニコンサート
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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
○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58回社会を明るくする運動」講演会

　南与野駅西口現地事務所（中央区鈴谷）は、7月14日㈪
に中央区役所4階与野まちづくり事務所へ移転します。
問合せ 南与野駅西口現地事務所
 3840・1551　6840・1553

期　　日
会　　場
対象・定員
応募方法

9月から11月の間の金曜日（1回2時間程度  実技指導・講義など全12回）
与野中央公園（中央区新中里）、大戸公園（中央区大戸）
区内在住で60歳以上の健康な方・4人（応募多数の場合は選考）
8月8日㈮までに電話又はファクスで住所、氏名、年齢、電話番号、
応募理由を中央区高齢介護課へ　3840･6067、6840・6167

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）休日窓口
日　時 7月19日㈯・20日㈰　8時30分～17時
会　場 中央区役所1階　保険年金課
内　容 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）保険料の説明等
問合せ 中央区保険年金課　3840・6055

 夏祭りの季節となりました。伝統ある「与野
夏祭り」は7月中旬に中央区内各地で開催され
ます。なかでも本町通り周辺では7月19日と
20日、沿道に夜店市が立ち並ぶなか、与野鴻
沼太鼓の演奏とともに若い担ぎ手の活気溢れる6基のお御輿が渡御
するもので、見ごたえ十分です。ぜひお出かけいただき、夏祭り
のだいご味をお楽しみください。
　また、25日には区役所ロビーで「ロビーミニコンサート」を開
催いたします。今回は「夏休み子どもロビーミニコンサート」と
しまして、合唱・リコーダー・ヴァイオリンと盛りだくさんに、
また親しみやすい曲目を用意しております。ご家族で、またお知
り合いと、どうぞお気軽に区役所においでください。
　ところで、ご用心いただきたいことですが、区役所や社会保険
事務所等の職員を名乗る電話から、現金自動預け払い機（ATM）
の操作を指示して振り込みをさせる「還付金詐欺」が後を絶ちま
せん。区役所では、還付金等の受け取りのために、金融機関やコ
ンビニエンスストアなどのATMの操作を求めることはありません
のでどうぞご注意ください。また不審に思われた時は、区役所の
担当課まで必ずご確認くださいますようお願いいたします。

7月27日㈰ 9時～15時

中央区長　岩田　隆史

与野まちづくり事務所
（南与野駅西口現地事務所）が移転します

与野夏祭りにお出かけください

営業時間 9時～18時
料　　金 大　　人…310円
 小中学生…100円
問 合 せ 下落合プール（中央区下落合）
 3852・2518

7月5日土～8月31日日7月5日土～8月31日日
※7月7日㈪～11日㈮、14日㈪～18日㈮の
　屋外・こどもプールは休場となります
※7月7日㈪～11日㈮、14日㈪～18日㈮の
　屋外・こどもプールは休場となります

　7月の「社会を明るくする運動」の強
調月間に合わせ、講演会を開催します
（ビデオ「ボクの居場所」を同時上映）。
入場は無料です。多くの皆さんのご来場
をお待ちしています。
日　時 7月25日㈮　14時～
会　場 プラザイースト（緑区中尾）ホール
内　容 「元気よく考え行動する方法」

講　師 轡田 隆史氏
　　　　（元朝日新聞論説委員・エッセイスト・テレビコメンテーター）

問合せ 社会を明るくする運動緑支部実施委員会（緑区福祉課）
 3712・1163

くつわだたかふみ

※7月14日㈪以降は3840・6156　6840・6155に
　変わりますのでご注意ください。

ご利用くださいご利用くださいご利用ください
をを下落合プ
ール

下落合プ
ール

下落合プ
ール

下落合プ
ール

※講座修了生は、うんどう遊園の地域指導員として登録され、自主活動グループを支援したり、市の
　要請等を受けて介護予防「うんどう教室」指導員のサポーター等として活動していただきます。

受講生

 募集！
運動遊具を使用した運動を指導する「うんどう遊園地域指導員」の
養成講座を開講しますので、ふるってご応募ください。

中央区には、高齢の方向けの運動遊具を
設置したうんどう遊園が3つあります。
本市では、高齢の方が遊具による運動習
慣を身につけ、健康で生き生きと暮らせる
よう地域における身近な自主活動グルー
プを支援していきます。

あなたも

「うんどう遊園地域指導員」「うんどう遊園地域指導員」「うんどう遊園地域指導員」に
なってみませんか

みこしあふ と ぎょ
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