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 与野公園清掃
区民の皆様の参加をお待ちして
おります（申込み不要）。
軍手、火ばさみ等清掃に必要な
道具は各自ご用意願います。
日　時…5月10日㈯
 8時～(1時間程度） ※小雨決行・荒天中止
集合場所…与野公園  与野本町公民館前入口(中央区本町西)
問合せ…中央区コミュニティ協議会事務局(区コミュニティ課内）
 840・6020  840・6161

中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会
第6期区民会議からのお知らせ

テーマ
「地域資源̶区の花バラーを活かしたまちづくり」
関心がある方は是非一度足を運んでみてください。
区民会議は5人まで傍聴できます。
日　時 5月21日㈬  10時～
会　場 区役所2階 多目的室
問合せ 区コミュニティ課
 840・6020
 840・6161

第7回中央区区民会議を
                    開催します

平成26年度 平成26年度 中央区まちづくり推進事業予算中央区まちづくり推進事業予算

問合せ　区総務課　 840･6013　 840･6160

●まちづくり基本経費●
256万1千円

　区民会議運営、市民活動ネット
ワーク支援や区長マニフェスト作
成など区民参加を進めるための予
算です。

まちづくり推進事業予算は、区の特徴を活かした魅力あるまちづくりを進めるための予算です。
この予算は「まちづくり基本経費」「まちづくり事業経費」「区民満足度アップ経費」から成り立っており、内訳は次のとおりです。

総額 1億5,644万4千円
●区民満足度アップ経費●
1億1,592万3千円

　道路・下水道の緊急修繕や街路
灯・カーブミラーの維持管理など
区民の要望等に即時対応するため
の予算です。

●まちづくり事業経費●
3,796万円

　JR与野本町駅から彩の国さいたま芸術劇
場に至る経路に出演者の手形レリーフを設
置することや区民まつりの支援などの魅力
あるまちづくりを進めるための予算です。

平成26年度 ■中■央■区■区■長■マ■ニ■フ■ェ■ス■ト を策定しました
　中央区では、区の将来像である｢調和のとれた都市文化の創造と交

ふれあい

流が育てる安心なまち｣の実現に向け、区政運営
に関する考え方や主な取組をわかりやすくまとめた「平成26年度中央区 区長マニフェスト」を策定しました。

配布場所
中央区役所・区内の公民館・図書館等
※区のホームページでも公開しています。
問合せ　区総務課　 840・6013

◆平成25年度区長マニフェスト評価書
　区長マニフェストは毎年度、評価検証をして
おり、区民の皆様1,500人（無作為抽出）のアン
ケートでいただいた貴重なご意見を基に、平成
25年度区長マニフェスト評価書を作成しました。
アンケート調査にご協力いただいた方々に厚く
感謝申し上げます。

5月17日㈯・18日㈰に
与野公園で開催される
「ばらまつり」にてア
ンケート調査を行いま
すのでご協力お願いし
ます。

主要な取組事項
1 区の特徴を生かした魅力的な街並みと緑豊かな環境づくり
2 地域資源を生かした、調和のとれたにぎわいづくり
3 学びと交流を通した、地域の誇りと愛着を持つ人づくり
4 ふれあいと支え合いによる、安全・安心と生きがいのある
 地域づくり
5 区民との協働による地域に根ざしたまちづくり
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キャンドル・アート・ナイト
　今年も、ばらまつり前日の
夜に、与野公園にキャンドル
を灯します。キャンドルの明
かりに照らされるバラをどう
ぞお楽しみください。

日　時 5月16日㈮ 
 19時～
 ※雨天の場合は17日㈯に順延 

会　場 与野公園(中央区本町西)
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  
  ・ 833･8909
 区コミュニティ課 840･6020  840･6161 　新緑がまぶしい季節となり

ました。区民の皆さんはいか
がお過ごしでしょうか。
　今年度も区政推進に尽力し
てまいりますので、よろしく
お願いいたします。
●花の名所 与野公園
　中央区の春の大イベント
「ばらまつり」が開催される与野公園（本町西）は、明治10
年5月、埼玉県下で3番目に開園した由緒ある公園です。
　現在も桜の季節になると、大勢の花見客で賑

にぎ

わいます
が、明治31年発行の『風俗画報』という雑誌には、与野公園
について「浦和停車場より西北凡

およ

そ一里にして、園内丘上
幾百の桜樹老稚相

あい

半
なかば

し…花時天を蔽
おお

ひ
い

宛
あたか

も雪の隧
トン

道
ネル

に在
るか如し」とあり、昔から桜の名所として、大勢の花見客
が訪れたことがうかがえます。
 バラ園は昭和52年に整備され、現在では、約170種類・
3000株のバラが咲き誇ります。
　「ばらまつり」の開催は、今月17日・18日です。多くの
方々のご来園をお待ちしております。

中央区長　丸山 信弘

きりしき 
 5月22日㈭
 9月25日㈭
 1月22日㈭

  ナーシングヴィラ与野  
  7月 26日㈯
  11月 22日㈯
  3月 28日㈯

介護者サロン『バラのまち与野のつどい』
　介護者のためのつどいです。お茶を
飲みながらゆっくり語り合いましょう。

時　間…13時30分～15時30分
申込み・問合せ… 地域包括支援センターきりしき  
 858・2121　 858・6969
 地域包括支援センターナーシングヴィラ与野
 859・5375　 857・8532

日　時 5月25日㈰　8時30分～17時15分
  全10区役所（支所・市民の窓口を除く）

主な取扱い業務
・住民異動届、戸籍の届出、国民健康保険・国民年金などの届出業務
・住民票の写し、印鑑登録証明などの各種証明書の交付業務
※区役所の一部業務を取扱います。
※手続きにより、必要な書類があるもの、当日完了しないものがありますので、        
事前にさいたまコールセンターへお問い合わせください。

問合せ
開設に関すること 区総務課 840･6013 840･6160
取扱業務に関すること さいたまコールセンター 835･3156

区役所の休日窓口をご利用ください

与野本町児童センター （中央区本町東） 855・5655　 855･5669
向原児童センター （中央区下落合） ･ 834・6083
大戸児童センター （中央区大戸） ･ 831・9536

会　場 与野本町児童センター・向原児童センター・大戸児童センター
対　象 区内在住の方（乳幼児は保護者同伴・大人ひとりでの参加も歓迎！）
定　員 与野本町…40組　向原・大戸…20組 （いずれも先着順)
申込み 5月7日㈬の9時から直接、各児童センターへ
※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。

児児童童セセンンターター  dede  花花づづくくりり
5月31日㈯  10時30分～11時30分（雨天決行)

中央区児童センター
同時開催 ～中央区花づくり事業～

児童センターの敷地およびプランター等に
花の苗を植えます。

☛児童センターでは、園芸ボランティアを募集しています。
※さいたま市社会福祉事業団のホームページ（http://www.saicity-j.or.jp）もご覧下さい。

児童センターのお知らせ

日曜納税窓口も同時に開設しています
5月25日(日)　8時30分～17時15分

5月は固定資産税・都市計画税の第1期、軽自動車税の納期です。

無　
　料
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