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中央区防災訓練中央区防災訓練

歩きやすい服装で、飲み物・雨具などをお持ちになって、
お気軽にご参加ください。（ゴールはいずれも中央区役所）

●コミュニティまちづくり事業 ●中央区スポーツ振興会
さいたま市与野歩こう会 中央区ふるさと散歩

●文化協会 2008さいたま市民文化祭

日時…11月8日㈯　9時出発（8時30分受付開始）
集合場所…さいたま新都心けやきひろば交番前
行程…けやきひろば～紅葉の氷川参道～大宮盆栽村
　　　～中央区役所・区民まつり会場（12時終了予定）
対象・定員…区内在住の方・100人
費用…無料　※参加賞あり
申込み…往復はがきにて10月15日㈬（必着）までに
　　　　〒338・0003 中央区本町東3-5-2
　　　　中央区スポーツ振興会事務局 新井へ。
　　　　応募多数の場合は抽せん。
問合せ…中央区スポーツ振興会事務局
　　　（与野スポーツ内 新井） 3853・3997

日　時

会　場

問合せ

華道展：11月1日㈯～3日㈪
　　　　10時～15時  
茶　会：11月3日㈪ 10時～15時
与野本町コミュニティセンター
（中央区本町東）
与野茶華道連盟  阪  3853・2673

参加された方に
ミニバラ
プレゼント！

日　時…10月18日㈯ 8時30分集合

費　用…無料（傷害保険料はコミ協が負担いたします）
問合せ…さいたま市与野歩こう会 木内 3854・3663
 中央区コミュニティ推進協議会事務局 3840・6020
　　　 （中央区コミュニティ課）

Aふるさと歴史ロード 上落合公園集合・約4km
B与野はぁもにぃロード 鈴谷東公園（南与野駅前）集合・約5.5km
C与野パークロード 与野公園（与野本町公民館前）集合・約6.2km

○第50回 与野茶華道連盟主催 華道展と茶会
日　時

会　場

問合せ

11月1日㈯～3日㈪ 
10時～15時
与野本町コミュニティセンター
（中央区本町東）
野原  3853・6139

○盆栽・山野草・菊花と古典植物の展示
日　時

会　場

費　用
問合せ

11月2日㈰
10時30分～15時30分
さいたま市産業文化センター
（中央区下落合）
無料
塚田  3854・2641

○与野芸能大会

10月19日㊐
9時～12時

（現地災害対応訓練）※雨天中止

与野南小学校
（中央区大戸）

※会場には駐車場がありません。
　徒歩又は公共交通機関でご来場ください。

問合せ　中央区総務課  3840・6013  6840・6160
▲炊き出し訓練

▲高所救出訓練

　本年度は大戸・中里地区を中心に防災訓練を行います。災害から身を守るためには、日ごろから
の備えが必要です。災害による様々な被害を想定した訓練を体験できる貴重な機会となりますので、
皆さま積極的にご参加ください。

を実施します

主な内容は次のとおりです
■避難場所運営訓練 ……………炊き出し訓練・簡易トイレの組立訓練 等

■区民災害対応訓練 ……………応急救護訓練・バケツリレー消火訓練 等

■体験コーナー ……………………防災啓発コーナー・煙体験 等

■防災関係機関による訓練 ……はしご車による高所救出訓練・
 倒壊家屋からの救出訓練 等

中央区民ハイキング

申込み
不要！小雨

決行



C H U O   2 0 0 8 . 1 0
3

こんにちはこんにちは
です区区長長

中央区 区民まつり'08中央区 区民まつり'08中央区 区民まつり'08

第17回 大正時代まつり第17回 大正時代まつり

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。

　今年度の中央区防災訓練は、10月19日に
与野南小学校で開催いたします。さいたま
市が指定都市に移行後、各区において防災
訓練が開始され、中央区では、自治連合組織5地区ごとに会場及び訓練
内容の企画を含め毎年持ちまわるかたちで開催してまいりました。地
区ごとの開催により、地区内自主防災組織の連携強化と防災意識の高
揚を図ることを目指しております。今年度は大戸・中里地区自主防災組
織が中心となっていただき実施いたします。日ごろの備えと訓練によ
る体験がいざというときに大変役に立つと思いますので、ぜひ地域の
皆さんと訓練に参加していただき、防災への意識をより一層高めてい
ただければ幸いです。
　18日には中央区コミュニティ会議推進協議会とさいたま市与野歩こ
う会の皆さんによる「中央区ふるさと散歩」が行われます。地域の
方々と一緒に歩くことで、普段見慣れた街並みでも思わぬ発見がある
かもしれません。健康づくりも兼ね、どうぞふるってご参加ください。
　さて、中央区内も市街化が急速に進んでいますが、その中で鴻沼
川・高沼用水路周辺や与野中央公園などは自然と触れ合うことのでき
る貴重な場所となっています。中央区では、このような大切な自然環
境を守る活動の一環として、環境保全活動に取り組む団体に認められ
る「ISO14001」の認証取得を目指して、省エネ・省資源・資源リサイ
クルなど環境に配慮した取組みを継続的に推進してまいります。区民
の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 中央区長　岩田　隆史

10月26日㈰ 9時～15時

第2回中央区地域包括支援センター連絡会

与野停車場通り 

日　時
会　場
内　容

傍　聴
申　込

10月17日㈮　13時30分～15時
中央区役所　3階　302会議室
地域包括支援センター活動報告、
平成20年度介護予防事業等
定員10人（先着順）
10月6日㈪から10月10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

日　時
会　場
出　演

曲　目
問合せ

10月21日㈫　12時15分～13時
中央区役所1階 ロビー
田中玉恵氏（フルート） 
塩浜智子・玲子姉妹（マリンバ）
G線上のアリア ほか
中央区コミュニティ課
3840・6020

　普段入ることができないバックステージや公演中
の舞台裏へご案内いたします！
日時…10月16日㈭　10時30分～12時
会場…彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）
定員・費用…30人（先着順）・無料
申込み・問合せ…10月4日㈯　9時～電話受付
　彩の国さいたま芸術劇場 劇場見学係
　3858・5501

日時…11月8日㈯ 13時～
会場…中央区役所前 与野中央通り
定員・費用…15～50人の団体（男女・年齢不問）
※雨天中止・当日のおどり流しは申し込み順となります
申込み・問合せ…10月17日㈮までに事務局へ

日時…11月9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（無料・要事前申し込み）等

対象…市内在住の3歳～就学前の幼児
申込み…10月27日㈪～11月6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

中央区ロビーミニコンサート

～秋風にのせて～ フルート&マリンバデュオ
第２回

10月25日㈯ 
10時～17時 

与野駅西口駅前通り周辺
※雨天26日順延

当日の開催案内 30180・993・045
（10/24～26のみ音声案内が流れます）

芸術の秋。お昼のひととき、いつもとはちょっと違った雰囲気の区役所ロビーで、
秋をテーマにお届けします。
費用は無料。区役所にご用のない方もどうぞお気軽に。

芸術の秋。お昼のひととき、いつもとはちょっと違った雰囲気の区役所ロビーで、
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芸術の秋。お昼のひととき、いつもとはちょっと違った雰囲気の区役所ロビーで、
秋をテーマにお届けします。
費用は無料。区役所にご用のない方もどうぞお気軽に。

…Next STAGE

彩の国さいたま芸術劇場「劇場見学ツアー」

中央区区民まつり'08実行委員会
（事務局：中央区コミュニティ課）

3048・840・6020
〒338-8686 中央区下落合5-7-10

11月 8日㈯
 ・9日㈰

「与野ふるさと音頭」おどり流し

「歯っぴー♡ハッピー」コーナー

フッ素塗布

12月6日㈯
LOVE&PEACEコンサート'08
 さいたま新都心けやきひろば
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