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●与野地区社会福祉協議会

日　時▶10月25日㈫10時～13時30分頃
会　場▶与野本町コミュニティセンター　調理室（中央区本町東）
対　象▶区内在住で、60歳以上の男性
定　員▶25人（先着順）　費　用▶300円
持ち物▶エプロン・三角巾
申込み・問合せ▶10月4日㈫～17日㈪（10時～16時）に、電話またはファク
スで、住所、氏名、年齢、電話番号を与野地区社会福祉協議会へ

　Ｔ・Ｆ　859・5881
※事務所が留守の際は留守番電話に氏名、電話番号を。折返し連絡します。

シルバーシェフクッキングスクール参加者募集

「コミ協」「コミ協」
バラの手入れ講習会開催

［ 日　時 ］11月19日㈯　10時～
［ 会　場 ］ 中央区役所（301会議室・駐車場バラ園）
［ 募集人数 ］40人（応募多数の場合は抽選）
［ 講　師 ］ 中央区バラサポーター
［ 参加要件 ］区内在住で剪定ばさみを持参できる方
［ 申込み・問合せ ］往復はがきで、①郵便番号・
住所、②氏名（ふりがな）、③年齢、④電話番号、
⑤バラの剪定経験の有無を10月21日㈮（必着）ま
でに、〒338-8686（住所不要）区コミュニティ課

　バラの手入れ講習会担当宛へ
　Ｔ840・6020　Ｆ840・6161
　～参加者にバラの苗プレゼント！～

［ 開 催 日 ］ 平成29年2月19日㈰13時 ～16時
［ 募集内容 ］ 演奏・歌唱等での出演（詳細は募集要領をご確認ください）
［ 応募資格 ］ 区内在住・在勤・在学で音楽活動している個人または団体　※生演奏に限ります。
　※1組につき1～2人程度の運営委員を選出していただき、事前の準備会議に参加していただきます。

［ 定　　員 ］ 10組程度（実行委員会による選考）

［ 申 込 み ］ 初めて応募される方は、所定の申込書に必要事項を記入し、録音、録画したMD・CD・DVDなどを添えて郵送又は持参し
てください。それ以外の方は、郵送又はファクスで、所定の申込書に必要事項を記入し、11月11日㈮（必着）までに

　〒338－8686（住所不要）中央区コミュニティ課「区民コンサート」受付係へ
　※参加募集のお知らせ・申込書は、10月14日㈮から中央区役所及び区内公民館・コミュニティセンターにて配布。
　　また、バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会ホームページからもダウンロードできます。
　　Ｈhttp://www.geocities.jp/artfesta2007/index.htm　　※結果は全員に通知します。

［ 問 合 せ ］バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会　会長　加藤　Ｔ833・8909　区コミュニティ課　Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

～あなたも彩の国さいたま芸術劇場・音楽ホールのステージに～

［ 日　時 ］ 10月23日㈰
 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：与野本町コミュニティセンター多目的ルーム小
  （中央区本町東）

［ 出演者 ］
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•見上げてごらん夜の星を
•フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン

［ 問合せ ］ バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会
  会長加藤 Ｔ833・8909　区コミュニティ課　Ｔ840・6020
～環境負荷軽減のため、徒歩、自転車、公共交通機関のご利用にご協力ください～

※曲目は変更になる場合があります。

（二胡・ピアノ・パーカッション） （アルトサックス・ベース・ピアノ）

［ 日　時 ］ 10月23日㈰　9時～15時（小雨決行）
［ 会　場 ］ 与野公園（中央区本町西）
［ 内　容 ］ バラ写真展示、バラの花撮影会（初心者向け）、バラの
花おりがみ講習、バラ園ガイドツアー、キャンディー販売

［ 問合せ ］ 中央区バラサポーター　会長福田 Ｔ711・8852

［ 日　程 ］ 10月14日㈮～16日㈰
［ 受付場所・時間 ］JR与野本町駅 各日9時30分～11時
※詳細はJR東日本駅からハイキングHP又は駅にあるパンフレット等をご確認下さい
［ 問合せ ］ 駅からハイキング事務局 Ｔ03・5719・3777
 （月～金曜日の10時～17時まで※祝日除く）

バラのまちコンサート 与野公園秋のばらフェスティバル

駅からハイキングを開催します駅からハイキングを開催します
～トリエンナーレとさいたま市中央区の歴史・文化を巡る～～トリエンナーレとさいたま市中央区の歴史・文化を巡る～

メニューは
お楽しみ

区民コンサート出演者募集

参加
無料

参加無料
事前申込不要

入場
無料

同日
開催！
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「コミ協」

駅からハイキングを開催します
～トリエンナーレとさいたま市中央区の歴史・文化を巡る～

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。※ささささささいたいた 市ま市社会社会社会福祉福祉 のホ ムペムペ ジジジ（（hhttp:////www sai ity jj or jj ））p）もも 覧くくだだささいいいたいた 市ま市ま市社会社会社会福祉福祉福祉事業事業事業団団の団のホホ ムペムペ ジジジ（（h（httttp:////www saiicitity jj or jj ））p）もごもご覧覧く覧くだださださいい

　　　　　　　　　　「おいもほりに行こう！」

●日　時　10月20日㈭　10時30分～11時30分
 ※雨天の場合　21日㈮13時30分～14時30分に順延
●場　所　鈴谷４丁目のおいも畑
●対　象　未就学児とその保護者
●定　員　与野本町児童センター・大戸児童センター・向原児童センター各30組（先着順）
●費　用　１組360円（おいも３株分）
●申込み　10月５日㈬の９時から、参加費を添えて直接各児童センターへ
●問合せ　与野本町児童センター　Ｔ855・5655　Ｆ855・5669
 向原児童センター　Ｔ・Ｆ834・6083
 大戸児童センター　Ｔ・Ｆ831・9536

児童センター合同行事

「げんきであそぼう！与野公園」
●日　時　10月18日㈫
 10時30分～11時15分
●会　場　与野公園　南側広場
 ※雨天中止
●内　容　公園でダンス・ふれあいあそ

びなどを楽しみます
●対　象　未就学児とその保護者
●問合せ　与野本町児童センター
 Ｔ855・5655　Ｆ855・5669

児童センター公園巡回事業

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
　江戸時代の与野には、近代与野に多大なる影響を与えた文化
人が多数おりました。例えば、芭蕉門の俳人鈴木荘丹、与野聖
人西沢曠

こ う や

野、儒学者で豪農の新井東野、儒学者で商人の西沢蘭
陵（西沢曠野の長男）、天文学者の稲垣田竜などの人たちです。
このうち今回は俳人である鈴木荘丹についてご紹介します。
　鈴木荘丹は享保17年（1732）に江戸に生まれ、当初医師を志
しましたが、後に松尾芭蕉の俳風を伝える当代一流の俳人大島
蓼太の門人となり、江戸の町や歌舞伎をテーマにした明るい俳
句を数多く詠み、俳書「猪

いの

武
む

者
し ゃ

」などを出しました。やがて江戸
から風光明媚な与野に移り、門人大木金右衛門の世話で簡素な
庵を結んで作句や著作活動、それに門人の養成にも励みました。
　門人と共に作った代表的な作品が「与野八景」句集です。こ
れは、与野周辺の八か所の美しい風景を選んで、荘丹の弟子た
ちが水彩画で描き、それぞれの風景に荘丹ほか数人の俳人が

10句前後添えたものです。
　荘丹には、「与野八景」のほか、芭蕉
やその高弟、服部嵐雪、宝井其角の俳
句に注釈を加えた「芭蕉句解」「嵐雪
発句撮解」「晋子発句撮解」、句集の
「能静草」「上州紀行」などの著作もあ
ります。
　荘丹は自然をこよなく愛し、旅を好み、多くの俳句を詠み、
84歳で生涯を終えました。墓は鈴谷妙行寺にあり、辞世の句
が「秋の空こゝろ動す風もなし」と刻まれています。最近、テ
レビで詠まれた俳句をランク付けする番組がはやっているよ
うで、俳句を詠む人が増えたように聞いています。皆さんも
チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
 中央区長　大熊　研二

夏の厳しい暑さが去り、秋風が心地よい季節となりました。食欲の秋、読書の秋、
スポーツの秋など、それぞれの秋をお楽しみのことと思います。

第７期区民会議からのお知らせ
第10回中央区区民会議を開催します
区民会議は当日5人まで傍聴できます。
［日　時］　10月12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

司法書士登記・法律無料相談会開催

［日　時］　10月10日㈷　10時30分～16時30分
［会　場］　浦和コルソ　７階大ホール（浦和駅西口）
［内　容］　相続・不動産登記・会社法人登記・成年後見・債務整理など
［対　象］　県内に在住の方　［定　員］　60人
［申込み］　当日、直接会場へ
［問合せ］　埼玉司法書士会中央支部
 Ｔ857・4151　Ｆ857・4153

入場
無料

第88回 光の庭プロムナード・コンサート
～ロンドンからテューリンゲンへの旅～

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楽
しむ無料コンサート。今回は、ヨーロッパを中心に活躍す
るモニカ・メルツォーヴァさんを迎え、オルガンのソロ演奏
をお届けします。

［日　時］　10月29日（土）
14時開演

［会　場］　彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）
 1階情報プラザ
［出　演］　モニカ・メルツォーヴァ（オルガン・ソロ）
［曲　目］　ヘンデル：オラトリオ《ソロモン》より
 〈シバの女王の入場〉
 日本の歌による即興演奏　ほか
［問合せ］　彩の国さいたま芸術劇場　音楽担当
　　　　　Ｔ858・5506　Ｆ858・5515

入場
無料

区役所食堂棟で展示を行っております
10月は「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム（2015年の様子）」です。ぜひお越しください！
［ 問合せ ］　区総務課　Ｔ840・6013　Ｆ840・6160

▲8月26日㈮
第1回ロビーコンサート
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