「バラのまちコンサート」開催のお知らせ
［日 時］

9月27日㈰

入場
無料

開演13時30分（終演15時15分予定）

［ 会 場 ］ 与野公園（中央区本町西）
雨天時：与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）
［ 出演者 ］ 大坪純平・椿義治（クラシックギターとサクソフォン）
Gypsy Pot＜ジプシーポット＞（世界の珍しい沢山の

▲大坪純平

弦楽器や手作りの面白楽器を一堂に集めて、音の世界
旅行を体験できる演奏）
［ 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

Ｔ833・8909

区コミュニティ課 Ｔ840・6020 Ｆ840・6161

〜環境負荷軽減のため、徒歩、自転車、公共交通機関にてのご来場をお願いいたします〜
▲Gypsy

バラのまち中央区
『区の花バラの写真展』を開催！
この度は、素晴らしい作品を多数お
寄せいただきありがとうございました。
入賞・入選作品を展示いたします。
［期 日］

9月1日㈫〜14日㈪

（※土日は除く）

［ 時 間 ］ 8時30分〜17時15分
［ 場 所 ］ 中央区役所本館1階ロビー
シャッターを切った瞬間にバラが見せてくれた様々な表
情をご覧ください。
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●浦和西交通安全協会

交通安全大会を開催します
9月21日㈪〜30日㈬まで、正しい交通マナ
ーの実践を促し、交通事故防止を徹底するた
め、秋の全国交通安全運動を実施します。
それに伴って、「交通安全大会」を行います。

ソフトエアロビクス教室
日 時▶10月3日〜24日の毎週土曜日（全4回）19〜21時
会 場▶与野体育館（中央区下落合）

会 場▶市産業文化センター（中央区下落合）
問合せ▶浦和西交通安全協会（浦和西警察署内）
855・3320

●さいたま市中央区スポーツ振興会

第10回 中央区民ハイキング
日 時▶10月31日㈯
9時30分出発（9時受付開始）

参加
無料

内 容▶歩きながらのソフトエアロビクスダンス

集合場所▶JR宇都宮線 東大宮駅 西口駐輪場前

対 象▶市内在住、在勤、
又は在学の中学生以上の方

行 程▶東大宮駅〜東大宮親水公園〜砂の大ケヤキ〜

定 員▶50人（応募多数の場合は抽選）
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▶往復はがきで、9月26日㈯（必着）まで
に教室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話
番号を記入し、〒338-0001中央区上落合3−2−6 市ス
ポーツ推進委員 立川へ
Ｔ852・1563（10時〜17時）Ｆ855・0350
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入場
無料

日 時▶9月18日㈮13時30分〜

Ｔ・Ｆ
●さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会中央区支部

Pot

本村公園〜堀崎公園〜大和田駅・約6㎞（2時
間）・12時解散予定
対 象▶区内在住の方
定 員▶100人（応募多数の場合は抽選）
申込み・問合せ▶往復はがきで、10月9日㈮（必着）まで
に、住所、氏名、年齢、電話番号（お持ちの場合携帯
番号）を記入し、〒338-0003中央区本町東3−5−2 中
央区スポーツ振興会事務局

新井へ Ｔ853・3997

児童センターからのお知らせ
与野本町児童センター（中央区本町東）

向原児童センター（中央区下落合）

「親子のひろば」

大戸児童センター（中央区大戸）

「親子であそぼう」

●日

時 ①０歳：９月２日〜毎週㈬
11時〜11時30分
②１歳：９月７日〜毎週㈪
11時〜11時40分
③２歳以上：９月10日〜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歳児 ②1歳児
③2歳児以上とその保護者
●問合せ 与野本町児童センター
Ｔ855･5655 Ｆ855･5669

「親子のひろば」

●日

時 ①０歳：９月４日〜毎週㈮
11時〜11時30分
②１歳：９月３日〜毎週㈭
11時〜11時30分
③２歳以上：９月９日〜毎月第２・４㈬
※９月は９日・30日に実施
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歳児 ②１歳児
③２歳児以上とその保護者
●問合せ 向原児童センター
Ｔ・Ｆ834･6083

●日

時 ①０歳：９月３日〜毎週㈭
10時30分〜11時
②１歳：９月１日〜毎月第１・３㈫
10時30分〜11時
③２歳以上：９月８日〜毎月第２・４㈫
※９月は８日・29日に実施
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歳児 ②１歳児
③２歳児以上とその保護者
●問合せ 大戸児童センター
Ｔ・Ｆ831・9536

※さいたま市社会福祉事業団のホームページ
さ たま市社会福祉事業団のホ
たま市社会福祉
団のホ ムペ ジ（h
（http//www.saicity-j.or.jp）
///
i i j j ）もご覧ください。
も 覧くださ
もご覧くださ

第79回

光の庭プロムナード・コンサート

恵みの秋 〜オルガンとヴァイオリンでおくる収穫祭〜
土曜の午後、光が降りそそぐ会場でポジティフ・オルガン
（小型のパイプオルガン）の演奏を出演者のお話とともにお
楽しみください。

［日 時］

10月３日（土）

14時開演（14時40分終演予定）
入場
［会 場］ 彩の国さいたま芸術劇場
無料
（中央区上峰） １階情報プラザ
［出 演］ 川越聡子（オルガン）
アンドリュー・コウジ・テイラー
（ヴァイオリン）
［曲 目］ バッハ：G線上のアリア
ヴィヴァルディ：
《四季》
より
〈秋〉 ほか
［問合せ］ 彩の国さいたま芸術劇場 音楽担当
Ｔ858・5506 Ｆ858・5515

こんに
にち
ちは

区長

です

第7期区民会議からのお知らせ

第3回中央区区民会議を開催します
区民会議は５人まで傍聴できます。
［日 時］ 9月16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 Ｔ840・6020 Ｆ840・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 ］ 区コミュニティ課 Ｔ840・6021 Ｆ840・6161

まだまだ暑い日が続いておりますが、夏から秋への
季節の変わり目、体調管理には十分ご留意ください。

●ご長寿おめでとうございます
9月の第3月曜日は
「敬老の日」です。高齢
者の皆さまには長年にわたり、自治会活動を
はじめ、交通指導や防犯パトロールなど様々
な地域活動のために多大な貢献をいただき、
感謝と敬意を表するとともに、心より長寿の
お祝いを申し上げます。現在、区内にお住い
の65歳以上の方は19,721人で高齢化率は
19.9％、100歳以上の方は30人いらっしゃ
います
（7月1日現在）
。これからも高齢者の
皆さまがいつまでも健康で安心して暮らせ
るまちづくりを推進していきます。

●区の花バラの写真展・バラのまちコンサート開催
9月1日㈫から14日㈪まで、中央区役所1
階ロビーで「区の花バラの写真展」が開催さ
れます。応募総数54点の中から、表彰作品
及び入選作品の合計30点が展示され、ロビ
ーはバラの庭園のようです。
9月27日㈰与野公園で「バラのまちコンサ
ート」が開催されます。ギターとサクソフォ
ンのデュオ、世界の珍しい弦楽器や手作り楽
器の演奏などが聴けます。
皆さんお誘いあわせのうえお出かけくだ
さい。
中央区長 大熊 研二

▲7月8日㈬ 未来くるワーク
八王子中学校2年生のみなさんと

▲7月18日㈯ 与野夏祭りにて
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