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  第15回フリマ北与野

  さいかつぼーる教室

日　時…4月29日㈷ 10時～15時 ※雨天中止
会　場…北与野駅西側「時の道」(中央区上落合)

主　催…北与野・八幡通り商店「フリマ北与野」実行委員会 
問合せ…さいたま中央電気  菅谷　 855･6111

日　時…5月10日～31日の毎週土曜日 (全4回)
 19時～21時
会　場…与野体育館(中央区下落合)
内　容…おむすび型ビーチボール使用の5人制バレーボール
対　象…市内在住、在勤、又は在学の小学生以上の方
定　員…40人(応募多数の場合は抽せん)
費　用…1,000円(傷害保険料含む)
持ち物…体育館履き
申込み・問合せ
　　　…4月25日㈮(必着)までに、往復はがきで、教

室名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、性別、
電話番号を

 〒338-0001  中央区上落合3-2-6
 市スポーツ推進委員 立川へ。
 852・1563(10時～17時)

●与野商店会連合会（北与野・八幡通り商店会）

●さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会中央区支部

無　
　料

中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会

平成26年度中央区活性化等推進事業補助金をご利用ください

　愛犬家のマナー
の向上、登録と狂
犬病予防接種の推
進のために中央区
在住の方を対象に
愛犬登録カードの
交付を始めます。

集合狂犬病予防注射を集合狂犬病予防注射を
実施します実施します

注意事項
※事故を防止するため、必ず犬を押さえられる方がお連れください。
※当日が雨天の場合は、午前会場は9時に、午後会場は12時に実施の
有無を決定しますので、くらし応援室へお問い合わせください（実施
決定後でも天候の悪化などにより中止する場合があります。）

料　金
 新　規  6,300円
　　　　（内訳） 登録手数料 3,000円
  予防注射料金 2,750円
  注射済票交付手数料 550円
 登録済（注射のみ） 3,300円

問合せ・手続き  区くらし応援室 840･6027  840･6162

月 日 曜日 時   間 会   場 所在地

4
月

4 金 午前 10時～11時30分 上落合公園 上落合4-11

15 火 午後 13時30分～15時 八王子浅間神社 八王子1-7-11 

19 土 午後 13時30分～15時 中央区役所駐車場 下落合5-7-10 

22 火 午後 13時30分～15時 与野中央公園 新中里4-7

　平成26年度中央区内の集合狂犬病予防注射は次のとお
りです。

中央区の地域コミュニティの醸成や魅力あるまちづくりの活動を行う団体の事業に
補助金を交付しています。

問合せ　区コミュニティ課　 840・6020　 840・6161

補助対象事業
●区の自然、環境を生かしたまちづくりを推進する事業
●健康、福祉、安全、生活環境等を生かしたまちづくりを推進
する事業

●区の歴史、文化、伝統を生かしたまちづくりを推進する事業
●区のコミュニティ活動の醸成を図り、活性化につながる事業
●その他区長が特に必要と認める事業

4月から愛犬登録カードの交付をはじめます
中央区愛犬カード

中央区役所

犬　　　名 ちゅうおう　ももこ
飼 い 主 中央　太郎
登 録 番 号 (H24)年度S第000000号
登録年月日 2012年5月1日
生まれた日 2012年3月2日
種　　　類 スピッツ
性　　　別 ♀

発行
無料

補助金額
事業に要する経費の4分の3の範囲内で、
10万円を限度とします。

申請書は区コミュニティ課で配布しています。
又、市ホームページ中央区のサイトからもダウンロード
できます。
http://www.city.saitama.jp/chuo/index.html
市民活動ネットワーク→中央区活性化等推進事業
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日曜納税窓口も同時に開設しています
4月27日(日)　8時30分～17時15分

　
　区内各所で桜が咲き、いよいよ春本番となりました。
皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

　新たな夢や希望を抱き、入学式や入社式などを迎え
られた方も多いことと思います。新生活のスタート、お
めでとうございます。
　また、新たに中央区民となられた方も多いことと思
います。心から歓迎をいたします。
　区のシンボルフラワーは「バラ」ですが、来月には、与
野公園（本町西）で恒例の「ばらまつり」が盛大に開催さ
れます。これに続き、夏は「与野の夏祭り」（本町通り他）
や「さいたまの盆踊り」（北与野駅南口）、秋には「大正時
代まつり」（与野駅前通り）や「区民まつり」（さいたま新
都心）、お正月には「与野七福神仮装パレード」（本町通
り周辺）などなど、区内ではこれから、歴史ある四季折々
の行事がたくさん行われます。
　さらにこの間には、「バラのまち中央区アートフェス
タ」の名のもと、数々のコンサートやキャンドルイベン
トも開催を予定しております。
　開催時期になりましたら、区報などでお知らせをい
たしますので、ぜひご家族でお出かけください。
 

中央区長

与野本町児童センター （中央区本町東）

※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）もご覧ください。

「親子のひろば」

日時… 
①0才： 4/9～毎週㈬ 11時～11時30分
②1才： 4/14～毎週㈪ 11時～11時40分
③2才以上： 4/10～毎週㈭
    11時～11時40分
内容… 対象年齢に合わせた親子の

ふれあいあそびや情報交換
対象… ①0才児②1才児
  ③2才児以上とその保護者
問合せ…与野本町児童センター
　　　　 855・5655 855・5669

大戸児童センター （中央区大戸）

「親子のひろば」

日時… 
①0才： 4/3～毎週㈭ 10時30分～11時
②1才： 4/15～毎月第1・3㈫ 10時30分～11時  
③2才以上： 4/8～毎月第2・4㈫
    10時30分～11時15分
内容… 対象年齢に合わせた親子のふれ

あいあそびや情報交換
対象… ①0才児②1才児
  ③2才児以上とその保護者
問合せ…大戸児童センター
　　　　 ・ 831・9536

向原児童センター （中央区下落合）

日時… 
①0才： 4/4～毎週㈮ 11時～11時30分
②1才： 4/10～毎週㈭ 11時～11時30分
③2才以上： 4/9～毎月第2・4㈬
    10時30分～11時15分 
内容… 対象年齢に合わせた親子の

ふれあいあそびや情報交換
対象… ①0才児②1才児
  ③2才児以上とその保護者
問合せ…向原児童センター
　　　　 ・ 834・6083

「親子であそぼう」

問合せ　区コミュニティ課
 840･6021  840･6161

自治会に加入しましょう
　自治会は皆さんの地域を明るく住みよいまちに
するため、防犯・防災・環境美化活動や親睦行事な
ど、さまざまな活動を行っています。
　自治会では皆さんの加入をお待ちしています。
お近くの自治会役員にお申し出ください。

問合せ　区高齢介護課　 840・6067　 840・6167

　運動遊具を使って、市内在住のおおむね65歳以上の方
の健康づくりをお手伝いしています。タオル、帽子、飲み
物を持参し、動きやすい服装でお気軽にお越しください。

※祝日にあたる場合は翌日開催・7･8･1月は休み
　上記のほか、自主グループによる教室も行っています。
※5人以上の参加者がいる場合には、出張指導も受け付けています。

与野中央公園(中央区新中里) 毎月第2月曜日 10時30分～12時

与野公園(中央区本町西) 毎月第2月曜日 14時～15時30分

大戸公園(中央区大戸) 毎月第3水曜日 10時30分～12時

うんどう教室に参加しませんかうんどう教室に参加しませんか

日　時 4月27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へ 835･3156

毎月最終日曜日に区役所窓口を開設しています
今月の休日開設は次のとおりです。ご利用ください。
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