
1

●コミュニティまちづくり事業
さいたま市与野歩こう会　中央区ふるさと散歩

　毎年恒例となりました「ふるさと散歩」。申し込みも
費用も不要です（傷害保険料は当協議会負担）。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。※小雨決行 
日　時 10月20日㈯ 8時30分集合　 
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7km
3コースともゴールは中央区役所（11時40分解散予定）
問合せ さいたま市与野歩こう会　梅沢　3852・3823
 中央区コミュニティ推進協議会事務局（中央区コミュニティ課）  
 3840・6020

●中央区スポーツ振興会 中央区民ハイキング
日　時 11月4日㈰　9時 中央区役所集合
行　程 中央区役所～さいたまスーパーアリーナ

～さいたま新都心官庁街～八幡通り～
上町氷川神社～一山神社～与野本町通り
～与野公園～彩の国さいたま芸術劇場
～鈴谷公民館（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　新井へ。応募多数の
場合は抽せん。

問合せ 体育課　3829・1731

を実施します
　さいたま市では、地域ごとの防災体制を強化するため、それぞれの区
において防災訓練を実施しております。
　中央区では、本年度の防災訓練を下落合地区中心に行います。様々な
訓練を体験できる貴重な機会となりますので、皆さまの積極的な参加を
お待ちしています。

　さいたま市では、地域ごとの防災体制を強化するため、それぞれの区
において防災訓練を実施しております。
　中央区では、本年度の防災訓練を下落合地区中心に行います。様々な
訓練を体験できる貴重な機会となりますので、皆さまの積極的な参加を
お待ちしています。

▲倒壊家屋からの救出

▲初期消火（バケツリレー） 

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す

参加された方に
お花のプレゼント！

炊き出し訓練・
簡易トイレの組立訓練 等
応急救護訓練・
水消火器による初期消火訓練 等
防災啓発コーナー・
煙体験 等｠
放水訓練・
倒壊家屋からの救出訓練 等

日　時 10月21日㈰ 
  9時～11時30分
 （現地災害対策訓練）※雨天中止

会　場 与野東中学校（中央区下落合）
 ※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。

避難場所運営訓練

区民災害対応訓練

体験コーナー

防災関係機関による訓練

訓練は、
10月21日㈰午前8時、
さいたま市域に
震度6強の地震が発生した
と想定して行います。

中央区
編集・中央区役所コミュニティ課　3840・6020　6840・6161

区の人口・世帯数・面積（H19.9.1現在）
人　口 92,369人
 男性 46,501人　女性 45,868人
世帯数 40,278世帯
面　積 8.39㎢10

月号

市報さいたま中央区版 中央中央中央中央中央
中央区役所
〒338‐8686 中央区下落合5‐7‐10
3 856・1111㈹   6 840・6160
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こんにちは
です区長

中央区長　黒田 重次

健康の秋、日ごろの防災
　本年度の中央区防災訓練を、10月21日に与野東中学
校で開催いたします。中央区は自主防災組織の結成率が市内10区中トッ
プで、防災に関する意識が非常に高い地域です。今年の熊本県の集中豪
雨や新潟県中越沖地震などでもわかるように、災害はいつ起こるかわか
りません。ぜひ訓練に参加していただき、災害への対策を皆さまのご家
庭やご近所などで話し合ってみる機会にしていただきたいものです。
　さいたま市では、健康づくり事業の一環として、「男性のための料理教
室」を実施しています。例年好評で、料理の面白さに目覚める男性も多く
なっているようです。参加された方のほとんどが「自分の健康に気をつ
けている」とのことで、「減塩（薄味）・バランスのよい食事を心がけた
い」「食べすぎ・油のとりすぎに気づいた」など、食生活を見直すよいき
っかけになっているようです。高齢社会・男女共同参画の時代、「わたし
もあなたもつくる人、食べる人」を合言葉にしてみませんか。
　さて、10月20日の「ふるさと散歩」は、さいたま市与野歩こう会の皆さ
んが、「コミ協」（コミュニティ会議推進協議会）の新事業である「コミュ
ニティまちづくり事業」の支援を受けて主催し、3か所のスタート地点か
ら中央区役所を目指すコースで行われます。参加された方には、中央区
の「花づくり事業」の一環としてお花のプレゼントを用意いたしました。
皆さまもどうぞお気軽にご参加ください。

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。
どうぞ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。
日　時　10月28日㈰ 9時～15時
○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。

日　時 10月26日㈮ 13時30分～15時
会　場 中央区役所 3階 302会議室
内　容 介護予防事業の推進状況について
傍　聴 定員10人（先着順）
申　込 10月9日㈫から19日㈮までに、電話又はファ

クスで中央区高齢介護課へ

与野消費生活センターが統合されます 

 与野消費生活センター（中央区役所2階）は、10月5日㈮を
もって閉鎖し、消費生活総合センター（大宮区錦町 
JACK大宮17階 3645・3421）に統合いたします。
※浦和消費生活センター（浦和区東高砂町）は10月9日㈫から
　電話番号が3871・0164に変わりますのでご注意ください。

日　時　10月28日㈰ 10時～
会　場　鈴谷公民館（中央区鈴谷）2階 大会議室
　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2回 中央区ロビーミニコンサート
トロンボーン&マリンバ コンサート

（下記2か所は10月13日から土曜日も開所）

区民会議からのお知らせ

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

中
央
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3840・6068  6840・6167

第2回中央区地域包括支援センター連絡会

 昨年4月に高齢者虐待防止法が施行され、市町村が中
心になって高齢者虐待防止にあたることになりまし
た。中央区では、本年1月に「高齢者虐待に係る通報等
対応マニュアル」を作成し、高齢介護課が地域包括支援
センターなどと協力して虐待防止にあたっています。

高齢者虐待を防止しましょう

中央区区民まつり’07

与野停車場通り

第16回 大正時代まつり

与野駅西口駅前通り周辺
当日の開催案内　30180・993・045
　　　　　　　　　　（10/26～10/28）

11月10日㈯・11日㈰

日　時 11月10日㈯　13時～
会　場 中央区役所前 与野中央通り
対　象 15～50人の団体（男女・年齢不問、当日のおどり流しは申し込み

順となります） ※雨天中止
申込み・問合せ 10月19日㈮までに事務局へ

「よのふるさと音頭」おどり流し

「歯っぴー♡ハッピー」コーナー

中央区区民まつり'07実行委員会（事務局：中央区コミュニティ課）
3840・6020　〒338-8686 中央区下落合5-7-10

日時・会場　11月11日㈰　10時～12時、13時～14時30分
　　　　　　与野体育館
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
フッ素塗布　対　象　市内在住の3歳～就学前の幼児
申込み　10月29日㈪～11月8日㈭（土・日曜日、祝日を除く）
 10時～12時・13時～15時30分に、中央区保健センター（中

央区本町東）3F ㈳与野歯科医師会事務所へ
 ※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

　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、ちょっと変わった取り合わせの
音色に耳を傾けてみませんか。費用は
無料、お気軽におこしください。 
日　時 10月29日㈪ 12時15分～
会　場 中央区役所本館ロビー
出　演 杉山 良氏（トロンボーン）、能登 弓美子氏（マリンバ）
曲　目 「日本の歌メドレー」、ピアソラ「リベルタンゴ」
問合せ 中央区総務課  3840・6013

りょう の　と　　　ゆ　み　こ

10月27日㈯ 10時～17時 ※雨天
　順延
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