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 12月6日㈯ 12時～19時
さいたま新都心 けやきひろば
（雨天時 1Fプラザ2）
さいたま新都心 けやきひろば
（雨天時 1Fプラザ2）

日時・会場

バラのまち中央区アートフェスタ 2nd STAGE

　LOVE&PEACEをテーマに、今年はさらなる若手のミュージシャンやアーティスト参加のもと、
ジョン・レノン・ミュージアムの目の前・さいたま新都心けやきひろばで音楽イベントを開催します。
未来を担う子どもたちのため、世界中にいるアーティストにも負けないパフォーマンスを繰り広げます。

3rd. STAGE「区民コンサート」
　21年2月15日㈰13：30～（予定）
　彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）大ホール

Next Stage 
Information

中央区区民会議 検索

アートフェスタは、区民会議のホームページでも

問合せ　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

http://kuminkaigi.jp/

中央区区民会議 検索詳しくは区民会議の
ホームページをご覧ください

http://kuminkaigi.jp/

次はあなたの
出番です！

第4期 区民会議委員公募第4期 区民会議委員公募第4期 区民会議委員公募
　区民と行政との協働で、区の特徴・特性を活かした魅力あるまち
づくりを進めるために設置された区民会議。現在、公募および中央
区コミュニティ会議推進協議会（コミ協）からの推薦を受けた21人
の委員が第3期の活動のまとめに取り組んでいます。
　さぁ、次は来年4月からの第4期。「まちづくりに興味がある」「地
域の課題について話し合いたい」など、中央ならではのまちづくり
に手を貸して下さる方の参加をお待ちしています。

LOVE&PEACEコンサート’08LOVE&PEACEコンサート’08

応募用紙は中央区ホームページまたは中央区区民会議ホームページ「まちの種WEB版」
からもダウンロードできます。
　中央区ホームページ　　http://www.city.saitama.jp/index_chuoku.html
　区民会議ホームページ　http://kuminkaigi.jp/

区民会議の提案から
生まれた

★今年も与野商店会連合会の「わくわくスタンプ
ラリー」とコラボレーション！
　スタンプ台紙をお持ちいただいた方にはスタンプ&
　ステキな景品をプレゼント！

募集人数 5人程度
応募資格 区内在住の20歳以上の方
応募方法 中央区役所、区内公民館・コミュニティセン

ターに置かれている応募用紙を記入し、
　　　　　12月26日㈮（必着）までに郵送・ファクス・電

子メールまたは直接中央区コミュニティ課へ。
　　　　 （結果は2月中にお知らせする予定です）

問合せ（送付先） 〒338-8686 中央区下落合5－7－10  中央区コミュニティ課
 3840・6020　6840・6161
 　chuoku-community@city.saitama.lg.jp

次の「アートフェスタ」は…

入場
無料！

▲今年も大盛況の「蔵のまちコンサート」
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こんにちはこんにちは
です

にちはにちは 区区はは です区区区区区長長

ロビーミニコンサート第3回 彩の国さいたま芸術劇場 公 演 情 報

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。

12月21日㈰ 9時～15時

さいたま市自治会活動功労者表彰
11月5日㈬、さいたま市自治会活動功労者表彰式を
開催しました。
中央区からは、次の方々が表彰されました。 
（順不同・敬称略）

, 吉野 喜作（上町自治会）………………右から3番目
, 佐川 善作（大戸北第2自治会）………右から4番目
, 牧 昌三郎（大戸西自治会）

問合せ　市コミュニティ課　3829・1068

　区内小学生の皆さんに応募いただいた「明るい選挙啓発
ポスター」を展示します。どうぞお気軽にご覧ください。

●中央区明るい選挙推進協議会

地域包括支援センター 無料講座

地域包括支援センター ナーシングヴィラ与野　3859・5375

明るい選挙啓発ポスター展示会

期　日…12月18日㈭～25日㈭  8時30分～17時
　　　　（土・日曜日、祝日は除く）
会　場…中央区役所 ロビー
問合せ…中央区明るい選挙推進協議会事務局（中央区総務課）
 3840・6014

会場…埼玉精神神経センター（中央区本町東）本館7階　シナプス
講師…坂井 篤子氏（ヨガインストラクター）
定員・費用…30人・無料

12月6日㈯ 13時30分～15時　ヨガ講座

日　時

会　場
出　演

曲　目
問合せ

12月15日㈪ 
12時15分～13時
中央区役所1階 ロビー
真仁田 由美（ヴァイオリン） 
吉田 恵（ピアノ）
クリスマスメドレー ほか
中央区コミュニティ課
3840・6020

日　時
会　場
曲　目

費　用
申込み
・
問合せ

12月22日㈪　12時～13時
彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）音楽ホール
モンティ：チャールダーシュ
スタイン（江崎浩司編曲）：LET IT SNOW！ ほか
1,000円
埼玉県芸術文化振興財団チケットセンター
3858・5511（10時～19時）

ロビ ミニコンサ ト第3回

音楽のクリスマスプレゼント

日　時

会 場

12月15日㈪
12時15分～13時
中央区役所1階 ロビー

ロビーミニコンサーササ ト第3回

音楽楽のクリスマスプレゼント
中央区から、ひと足早いクリスマスプレゼント！

珠玉の名曲をヴァイオリンとピアノでお楽しみいただきます。
どうぞお気軽にお越しください。

中央区から、ひと足早いクリスマスプレゼント！
珠玉の名曲をヴァイオリンとピアノでお楽しみいただきます。

どうぞお気軽にお越しください。

中央区から、ひと足早いクリスマスプレゼント！
珠玉の名曲をヴァイオリンとピアノでお楽しみいただきます。

どうぞお気軽にお越しください。

区役所でも区役所でも
「アートフェスタ」! 「アートフェスタ」! 

笛の魔術師・江崎浩司率いるリコーダー&チェロ&チェ
ンバロのグループ「リコーダーQ」がユーモアたっぷりの
トークとともに、楽しいコンサートを繰り広げます。

入場無料！ ランチタイム・コンサート

初心者でも安心して取り組めるヨガプログラムです

申込み・問合せは同センターへ

牧 氏牧 氏

安心・安全なまちづくり
　今年も残りひと月、あわただしい時期にな
りました。
　1日から14日までの2週間、冬の交通事故防
止運動が行われます。高齢者の事故が増えて
います。区民1人1人が交通事故を起こさない、
交通ルールを守るという意識が重要です。飲
酒運転や無謀運転を追放し、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの
実践で、交通事故防止運動に取り組みましょう。夕暮れ時のドライバ
ーや自転車利用者の早めのライト点灯、安全車間距離保持｢0

ゼロイチゼロニ

102運動｣
の推進等、皆様のご協力をお願いします。
　年末は犯罪の起こりやすい時期でもあります。自主防犯団体の皆様
の活動に加え、昨年7月からは区の全職員による週2回の青色防犯パト
ロールを行っています。一人ひとりが「自分たちの安全は自分たちで守
る」という意識を高め、防犯の輪を広げていただきたいと思います。
　また、高齢の方をねらった「還付金詐欺」「オレオレ詐欺」も依然とし
て多い状況です。ATMによる還付金の手続きは絶対にありません。電
話を受けてもあわてずに、事実を確認することが大切です。不審な電
話には十分注意しましょう。
　さて、中央区は年末もイベントが盛りだくさん。6日には、新都心
けやきひろばで「バラのまち中央区アートフェスタ」の第2弾
「LOVE&PEACEコンサート’08」、また15日には区役所でクリスマスを
テーマにしたロビーミニコンサートが開催されます。皆様のお越しを
お待ちしています。 中央区長 岩田 隆史
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