
1

問合せ　中央区総務課　3840・6013

12月8日㈯ 12時～19時12月8日㈯ 12時～19時
さいたま新都心 けやきひろば（2階 サンクンプラザ）さいたま新都心 けやきひろば（2階 サンクンプラザ）

日 時
会 場

バラのまち中央区アートフェスタ

2nd STAGE

第3回 ロビー“X'mas”ミニコンサート

LOVE&PEACEコンサート’07
　昨年、区民会議の提案から生まれた「バラのまち中央区アートフェスタ」。9月の「蔵のまち
コンサート」（1st STAGE）に続く2nd STAGEは、世界にたった一つの「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から、音楽を通して「バラのまち中央区」そ
して「LOVE&PEACE」を発信します。「世界の平和と人間愛」をテーマに、さいたま市ゆかり
のアマチュアミュージシャンたちが集まって一日中愛と平和を奏でる音楽イベントに、ぜひ皆さ
んもお立ち寄りください。そして一緒に「LOVE&PEACE」をけやきひろばから発信しましょう!

　昨年、区民会議の提案から生まれた「バラのまち中央区アートフェスタ」。9月の「蔵のまち
コンサート」（1st STAGE）に続く2nd STAGEは、世界にたった一つの「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から、音楽を通して「バラのまち中央区」そ
して「LOVE&PEACE」を発信します。「世界の平和と人間愛」をテーマに、さいたま市ゆかり
のアマチュアミュージシャンたちが集まって一日中愛と平和を奏でる音楽イベントに、ぜひ皆さ
んもお立ち寄りください。そして一緒に「LOVE&PEACE」をけやきひろばから発信しましょう!

次の
「アートフェスタ」の
　　　　　予定は…

区役所でも区役所でも
「アートフェスタ」! 

3rd STAGE「区民コンサート」20年2月16日㈯ 13：30～（予定）
彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）音楽ホール 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

平成19年も残りわずか。今年最後のロビーミニコンサートは、
2組のアーティストがクリスマスをテーマに演奏します。
区役所のロビーがちょっとの間クリスマスコンサートの会場に…
区役所にご用のない方もどうぞお気軽に。

日　時　12月19日㈬ 12時15分～13時　　会　場　中央区役所ロビー

入場無料！
雨天決行！

入場無料！
こちらも

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

☆1st STAGE「蔵のまちコンサート」のプログラムをお持ちになってご来場された方には、ステキな景品をプレゼント！☆1st STAGE「蔵のまちコンサート」のプログラムをお持ちになってご来場された方には、ステキな景品をプレゼント！

出　演　トーンチャイム「ベルフラワー」
 　曲 目／アベマリア（カッチーニ作曲）、おめでとうクリスマス

 ヴァイオリン　南 彩子
 　曲 目／チャルダッシュ（モンティ作曲）ほか

さいこ

http://kuminkaigi.jp/

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（H19.11.1現在）
人　口 92,859人
 男性 46,733人　女性 46,126人
世帯数 40,486世帯
面　積 8.39㎢12

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

年の瀬のひとときを
アートフェスタで

　今年は民生委員・児童委員の改選の年にあたり、中央区では約3割の
方が代わられました。長きにわたって地域福祉のためにご尽力いただ
いた方々に対し、心から感謝を申し上げます。また、新たに厚生労働大
臣から委嘱され、社会福祉の増進に努めていただく皆さまには、地域福
祉の重要な担い手としてご活躍されることを期待しております。
　12月8日は、新都心のけやきひろばにおいてバラのまち中央区アート
フェスタの2nd STAGE「LOVE&PEACEコンサート'07」が開かれます。
「世界の平和と人間愛」をテーマに、アマチュアミュージシャンたちが
集う音楽イベントとして、長時間にわたり屋外でのコンサートが繰り広
げられます。どなたでも自由にご覧になれますので、ぜひお立ち寄りい
ただきたいと思います。
　さて、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。年末は交通量が増え、あわただしさからも交通事故の多発が心配さ
れます。飲酒の機会も多くなりますが、飲酒運転は犯罪です。「しない、
させない、許さない」を合言葉にして、家庭・職場・地域の皆さんととも
に飲酒運転の根絶に取り組みましょう。さらに今回は歩行中、自転車乗
用中の交通事故防止などの重点目標から、交通ルールの遵守とマナー
の向上を呼びかけ、交通事故防止運動を進めて参ります。皆さまのご協
力をお願い申し上げます。

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。お気軽にご利用ください。 
※取扱い業務は、市税の納付と納税相談のみとなります。
日　時　12月23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。

さいたま市自治会活動功労者表彰
　10月20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）

●中央区明るい選挙推進協議会 ●㈳さいたま市与野医師会　市民公開講座

ダニエル・カールの「ボランティアのすすめ」

明るい選挙啓発ポスター展示会 いつものインフルエンザ 鳥のインフルエンザ 新型インフルエンザ

おかべ　のぶひこ

定　員 250人（先着順）
費　用 無料（入場整理券が必要です）
申込み 12月6日㈭9時から、与野地区社会福祉協議会（中央区役所4階）で
 整理券を配布します。
問合せ 与野地区社会福祉協議会　3854・3724

　山形弁でおなじみのダニエル・カールさんに、明るい笑いを交えてボランティアの
お話をしていただきます。年明けの初笑いは、地域の皆さんとご一緒に、芸術劇場で
いかがですか？

日　時 1月31日㈭　13時30分～15時30分
会　場 彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰） 小ホール

●与野地区社会福祉協議会　福祉講座

笑
門
来
福

　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。 
期　日 12月20日㈭～27日㈭（土・日曜日、祝日は除く）
 8時30分～17時　 
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

日　時 12月22日㈯　14時～（13時30分開場）　 
会　場 パレスホテル大宮（大宮区桜木町）4Fローズルーム　 

講　師 岡部 信彦氏（国立感染症研究所感染症情報センター長）
定員・費用 200人（先着順）・無料
問合せ 社団法人さいたま市与野医師会
 3852・6149

後援/さいたま市

写真後列右から  柏木 清英（大戸東自治会）・正野 進（円阿弥自治会）

問合せ　市コミュニティ課　3829・1068



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027005b67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d00270020306b57fa3065304f005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


