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　与野中央公園予定地の一角に、「ドングリの森」をつくっています。
当日は木を植えるだけでなく、苗木づくりやドングリ工作・試食なども。
緑あふれる豊かなまちづくりに、あなたも参加してみませんか？
（費用は無料・傷害保険料はコミ協負担）

●コミュニティまちづくり事業 ●さいたま市リサイクル女性会議中央区支部
与野の水と緑を考えるつどい ドングリの森づくり

日時…①11月19日㈬　②20日㈭
　　　各回とも13時～16時
会場…上町氷川会館（中央区本町東・氷川神社境内）
対象…区内在住、在勤、在学の方
定員・費用…各回30人（応募多数の場合は抽せん）・300円
申込み・問合せ…往復ハガキに住所・氏名（フリガナ）・
年齢・性別・電話番号を記入し、11月10日㈪

　（必着）までに
　　〒338-0006　中央区八王子3-18-7
　　齋藤綾子まで 3853・2188

日時…11月2日㈰ 10時～（12時15分終了予定）※雨天の場合、3日㈷に順延
会場…与野中央公園予定地（中央区鈴谷9）緑色の「コミ協」のぼりを目印に
問合せ…与野の水と緑を考えるつどい　加藤 3853･6570
 コミ協事務局（中央区コミュニティ課） 3840･6020
※詳しくは、今月一緒にお配りしたコミ協広報紙
　「はぁもにぃ第9号」をご覧ください。

11月8日㊏・9日㊐ 10：00～15：30
中央区役所周辺

日　時
会　場

手作り布ぞうり講習会

11月8日（土）・9日（日）
10時～15時30分

プール体育館
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•コミュニティ団体出
店・展示

•友好都市コーナー
•農産物即売会
•図画工作・美術展
•「与野ふるさと音頭」おどり流し（8日）
•「歯っぴー♡ハッピー」コーナー（9日 歯科検診ほか）•各種ステージ・パフォーマンス ほか

中央区区民まつり’08中央区区民まつり’08広げよう
コミュニティの輪

今年も「広げようコミュニティの輪」をテーマに、11月8・9日
の2日間「中央区区民まつり’08」を開催します。中央区コミ
ュニティ会議推進協議会（「コミ協」）加入団体の出店・出演を
中心に、与野中央通りでのパフォーマンスや多彩なステージ
など、楽しいイベント盛りだくさん。友好都市の物産や地元
農産物もありますよ！皆さまどうぞお越しください。

区民まつり開催に伴い、下落合プール及び駐車場が
ご利用できなくなります。ご了承ください。

日時…駐車場：11月6日㈭午後～11月10日㈪
　　　プール：11月7日㈮～11月10日㈪
問合せ…下落合プール　3852･2518

問合せ さいたま市中央区区民まつり’08実行委員会（事務局　中央区コミュニティ課内）　3８４０・６０２０　6８４０・６１６１

※会場周辺は交通規制が実施されますのでご協力を
お願いします。なお、車でのご来場はご遠慮ください。

交通
規制図

下落合プール休館のお知らせ
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バラのまち中央区アートフェスタ　3rd STAGE

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。

11月30日㈰ 9時～15時

アートフェスタは、区民会議のホームページでも

11月16日㈰　10時～
中央区役所3階 大会議室　傍聴可・先着10人
問合せ　中央区コミュニティ課　3840・6020

第12回
中央区区民会議

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 -中央区花づくり事業
児童センター合同行事

　5月に大好評だった「児童センター de 花づくり」。11月にも、みんなで一緒にお花を植え・育ててみませんか？ 
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
11月4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

11月15日㈯　10時30分～12時　※雨天の場合、16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。
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！

彩の国さいたま芸術劇場 構成 :大塚直哉

重ね合う響き。響き逢うふたり。
～2台ポジティフ・オルガンな午後～

入場
無料

中央区区民会議 http://kuminkaigi.jp/検索

♪あなたも彩の国さいたま芸術劇場のステージに♪
「区民コンサート」出演者募集

内　容
対　象
定　員

申込み

問合せ

「区民の部」への出演（舞台への出入りも含め、1組8分間）
区内在住、在学、在勤の方（年齢、個人・団体不問）
10組程度（応募多数の場合は抽せん。なお、初めて応募さ
れた方を優先させていただきます）※出演決定者の発表は、
決定通知の発送をもってかえさせていただきます。

はがき（1組1通のみ）に氏名（団体の場合は代表者）・住所・
年齢（学年）・電話番号・演奏内容（ジャンル・曲目）等記入
して、11月20日㈭（必着）までに中央区コミュニティ課
内「区民コンサート」受付へ
バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会
　　　　　　　　加藤 3833・8909
中央区コミュニティ課 3840・6020

　今年度の「アートフェスタ」のフィナーレ、来年2月15日㈰
（13：30開演予定）の「区民コンサート」の出演者を募集します。

光の庭　プロムナード・コンサート

　区民の皆さま、お待たせしました。今
年も「広げようコミュニティの輪」をテ
ーマに、8日・9日の2日間「中央区区民
まつり’08」を開催します。ステージや
中央通りでのパフォーマンス・コミ協会員を中心とした出店や友
好都市の特産品・区内小中学生の作品をはじめとした展示など、
子どもから大人までたくさんの皆さまにお楽しみいただけるプ
ログラムとなっております。
　今年から公募での出店が始まりました。多くの区民の皆さま
が参加することで、区民同士の親睦・交流がさらに図られる…そ
んな区民まつりになることを期待しています。なお、会場には駐
車場がありませんので徒歩・自転車のほか、公共交通機関をご利
用いただきますよう、皆さまのご協力をお願いいたします。
　また、翌週の15日には中央区花づくり事業の一環として、「児
童センター de 花づくり」が行われます。「みんなで育てよう 子
どもと花・みどり」をキャッチフレーズに、日ごろ児童センター
に馴染みのない方々にもご参加いただけたらと思います。
　さて、高齢化が進む中、年をとっても住みなれた地域で安心し
て生活ができるよう、地域の皆さんで支えあい、見守っていく必
要があります。そこで、区と与野地区社会福祉協議会が協働で
進めている在宅福祉活動支援ネットワークの活動を広く区民の
方々に知っていただくため、20日に「ふれあいのまちづくり講
座」を開催します。多くの皆さまの参加をお待ちしています。

中央区長　岩田　隆史

広げていきましょう
コミュニティとふれあいの輪

日　時 11月22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（中央区上峰）情報プラザ
出　演 近藤 岳

たけし

（オルガンとおはなし）  勝山 雅世（オルガン） 
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場　3858・5506
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