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［ 日　時 ］ 8月30日(日) 18：30～20：30
［ 会　場 ］ 与野公園(中央区本町西) 

 ※雨天時は与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）

［ 問合せ ］ バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会　徳永　Ｔ857・1781  
 区コミュニティ課　Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

E.T. E.T. (The Extra-Terrestrial)　1982年　アメリカ
監督：スティーヴン・スピルバーグ

暑い夏の昼下がり、
ヴァイオリンの美しい音色を聴いて
一休みしませんか？

［ 日　時 ］8月26日(水) 12時15分～13時
［ 会　場 ］中央区役所1階　ロビー

［ 出　演 ］スズキメソード ヴァイオリンキッズ

［ 曲　目 ］キラキラ星変奏曲、
 ユーモレスク　ほか

［ 問合せ ］区コミュニティ課
 Ｔ840・6020 
 Ｆ840・6161

告 示 日 ……7月23日(木)
投票日時……8月 9日(日) 7時～20時

納 涼 映 画 会
～宇宙人との心の交流！あの感動をふたたび！～

中央区区民まつり
｢与野ふるさと音頭｣おどり流し参加者募集！

～期日前投票をご利用ください～
　投票日当日に用事等がある方は、投票日前日まで中央区役所及び西
与野コミュニティホールの2か所に期日前投票所を設置しております。
　ぜひご利用ください。

会　場 日　時

中央区役所 (中央区下落合5－7－10) 7月24日㈮～8月8日㈯ 8時30分～20時

西与野コミュニティホール (中央区桜丘2－6－28) 8月1日㈯～8月8日㈯ 10時～18時

※会場により、開設時間が異なりますのでご注意ください。 さいたま市
選挙キャラクター［ 問合せ ］ 中央区選挙管理委員会事務局(区総務課内)　3840・6014　　6840・6160

8月9日8月9日日日埼玉県知事選埼玉県知事選挙挙が行われます！

ロビーコンサート
ミニ

会場では屋台も開催！
(17：30～)
※雨天中止

［ 日　　時 ］ 11月7日(土) 13時～
［ 出演場所 ］ 中央区区民まつり会場（与野中央通り）
［ 対象・定員 ］ 1団体につき15～50人の区内団体・5団体程度
 ※応募多数の場合は抽選

［ 申 込 み ］ 8月31日㈪までに、直接又はファクスで、住所、氏名(団体
 名・代表者名)、電話番号、参加人数、100字以内のPR文を
 中央区区民まつり実行委員会事務局(区コミュニティ課内)へ
 ※天候により中止となる場合があります。

［ 問 合 せ ］ 中央区区民まつり実行委員会事務局(区コミュニティ課内)　
 Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

入場
無料

入場
無料無無
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8月9日日埼玉県知事選挙

平成27年度
中央区活性化等推進事業補助金中央区活性化等推進事業補助金をご利用ください

　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
動を行う団体に補助金を交付しています。

【主な補助対象事業】
•自然、環境を生かしたまちづくりを推進する事業
•歴史、文化、伝統を生かしたまちづくりを推進する事業
•コミュニティ活動の醸成を図り、活性化につながる事業
※平成28年３月11日㈮までに終了する事業

【補助金額】
事業に要する経費の４分の３の範囲で、
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ダウンロードもできます。
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
［問合せ］　区コミュニティ課　Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

あなたも「うんどう遊園地域指導員」に
なりませんか

　高齢者向けのうんどう遊具を使用した運動を指導す
る「うんどう遊園地域指導員」の養成講座を開講いたし
ます。ふるってご応募ください。
［日　時］　10月６日から12月28日の間の指定日
 （全12回）　13時30分～15時30分
［会　場］　実技：山丸公園（大宮区吉敷町）
 　　　寿能公園（大宮区寿能町）
 講義：大宮区役所南館302会議室
 （会場は変更になる場合があります。）
［対　象］　区内在住で、60歳以上の健康な方
［定　員］　２名程度（応募多数の場合は選考）
［申込み・問合せ］　電話又はファクスで住所、氏名、年齢、

電話番号、応募理由を８月17日㈪までに区高
齢介護課へ　Ｔ840・6067　Ｆ840・6167

こんにちはこんにちは
です

にちはにちは 区区はは です区区区区区区区区長長

●盆踊りで夏バテを吹き飛ばそう
　いよいよ夏も後半となりますが、8月27日㈭から29日㈯までの3日間、北与野駅前で
「さいたまの盆踊り」が盛大に開催されます。盆踊りというと、子どもの頃のお寺や公
園等での盆踊りを思い出します。夜になっても大人におこられることなく遊んでいら
れ、楽しかったことを覚えています。この北与野駅前の盆踊りでも、楽しい企画がた
くさん用意されているようです。盆踊りで日頃のストレスと夏バテを吹き飛ばしてみ
てはいかがでしょうか。

●バラのまち中央区の映画祭
　昨年、区役所前で開催した映画祭を、今年は場所を変え与野公園で開催します。昨年は、大変好評でたくさんの皆さんに楽しん
でいただきました。今年は趣向を変えて、自然の中での映画上映を企画しています。ぜひお楽しみいただければと思います。

中央区長　大熊　研二

暑中お見舞い申し上げます。本格的な夏の到来を迎えておりますが、皆さんい
かがお過ごしでしょうか。8月8日は立秋、暦の上では秋に入ります。まだまだ
暑い日が続きますが、夏バテされぬよう健康にはご留意ください。

児 童 セ ン タ ー か ら の お 知 ら せ

※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。

おばけ大会
●日　時 ８月19日㈬　①10時～11時30分

　　　　　　②14時～16時
 ８月20日㈭　③10時～11時30分
●対　象 ①未就学児とその保護者
 ②小学生以上　③どなたでも
●問合せ 与野本町児童センター
 Ｔ855･5655　Ｆ855･5669

与野本町児童センター（中央区本町東）

「おばけやしき」
●日　時 ８月27日㈭

13時30分～15時30分
（受付15時まで）

●対　象 未就学児とその保護者・
小学生以上

●問合せ 向原児童センター
 Ｔ・Ｆ834･6083

向原児童センター（中央区下落合）

「小学生あつまれ～！」
●日　時 ①８月20日㈭～23日㈰　14時～15時
 ②８月27日㈭～30日㈰　14時～15時
●内容・定員　①クラフトテープでかご作り　各日10人
 ②バルーンスライム　各日16人
●対　象 ①小学生以上（１年生は保護者同伴）
 ②小学生以上
●申込み ①②とも８月３日㈪の10時から直接

同センターへ（先着順）
●問合せ 大戸児童センター　Ｔ・Ｆ831・9536

大戸児童センター（中央区大戸）

※講座修了生は、うんどう遊園地域指導員として登録され、市の
指導員派遣や、自主グループ活動の指導、介護予防「うんどう
教室」の指導員のサポーター等として活動していただきます。

▲5月11日㈪　全国交通安全運動
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