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同年代に差をつけるシーンに合わせたメイクのコツを学びます。

［ 日　時 ］①11月29日㈫ パーティーエレガントメイクコース
 ②12月  6日㈫ ママ友ランチメイクコース
 ③12月13日㈫ フォーマルメイクコース
［ 会　場 ］与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）
［ 時　間 ］各日10：00～12：00
［ 対　象 ］市内在住・在勤・在学の方　［ 費　用 ］1,500円
［ 持ち物 ］いつも使用しているメイクセット
［ 定　員 ］各16名（応募多数の場合は抽選）
［ 申込み ］11月18日㈮（必着）までに、往復はがきに希望の
コース（1枚のはがきで複数コース選択可）、
住所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢を
記入のうえ下記へ。

　〒338-0003中央区本町東3－5－43　与野本
町コミュニティセンター「メイク講座」係

［ 問合せ ］与野本町コミュニティセンター　Ｔ853・7232　Ｆ857・1096
 Ｅyonohonmachi_comisen@saitama-culture.jp

メイク講座「パーティーからフォーマルまで」

　水消火器による消火体験、煙体験テント
による避難体験もできるよ。消防ポンプ車
やはしご車と一緒に写真を撮ろう！

［ 日　時 ］11月5日㈯・6日㈰13時30分～15時30分
 ※雨天時又は火災等が発生した場合は、中止又は変更
［ 会　場 ］中央消防署（中央区下落合）
［ 問合せ ］中央消防署　Ｔ852・9119
  Ｆ857・8473
※ご来場の際は、公共交通機関等のご利用を
　お願いします。

中央消防署ふれあいフェア2016を
開催します！

                          「コミ協」「コミ協」

七福神の仮装をして、本町通りを中心に歩いて巡ってみませんか。
日　時▶平成29年1月3日㈫　11時30分～　※雨天中止
会　場▶氷川神社～鈴谷大堂（約5㎞）
対　象▶区内在住の15歳以上の方（中学生除く）
定　員▶7人（応募多数の場合は選考）
申込み・問合せ▶11月30日㈬までに、電話又ははがき・ファク
スで、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、仮装したい七福神
の名前を記入し、〒338-0004　中央区本町西2-9-27

　与野七福神パレード実行委員会　岩﨑へ　Ｔ・Ｆ853・9798

七福神仮装パレードの七福神になってみませんか

●与野七福神パレード実行委員会

日　時▶11月25日㈮12時～（11時40分受付開始）
会　場▶大宮甲羅本店（大宮区桜木町）※状況によっては送迎可

対　象▶区内在住・在宅で高齢者の介護をしている方（要支援相当以上）

定　員▶25人（先着順）　費　用▶1,000円

申込み・問合せ▶11月4日㈮の10時～17日㈭電話又はファクスで、
住所、氏名、年齢、電話番号、送迎希望の有無を与野地区社会福祉
協議会へＴ・Ｆ859・5881（土日祝を除く10:00～16:00）※事務所
が留守の際は留守番電話へ。折返しご連絡します。

在宅介護者のためのリフレッシュ会食参加者募集

●与野地区社会福祉協議会

浦和西警察署駐車監視員
ガイドラインを見直します

　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に補助金を交付しています。

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。
Ｈhttp://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

【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 29年 3月 10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。

平成28年度中央区活性化等推進事業補助金を
ご利用ください

　駐車監視員は、決められた地域、路線、時間帯を重点に
巡回して放置車両の確認をします。今回、この駐車監視員
が巡回するエリアを見直しました。詳しくは県警HPへ。

【現在の活動地域】与野駅周辺、与野本町駅周辺
　北与野駅周辺さいたまスーパーアリーナ西側周辺、与野公園周辺

【活動開始】平成28年11月から

問合せ先●埼玉県警察本部交通部交通指導課
 放置対策センター　Ｔ832・0110（代）
 Ｈhttp:www.porice.saitama.lg.jp/kenkei

参加
無料

参加無料
申込不要
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「コミ協」

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

　古くから市場の町として栄えていた与野本町は、明治16年
（1883）に日本鉄道の上野～熊谷間が開業して以来、商品物資
の流通構造が変化し、その繁栄を駅が設置された大宮・浦和に
奪われ、徐々に斜陽の兆しが現れてきました。こうした傾向を
察知した与野町の有志は、明治30年代に入ると新駅の開設運
動を開始しました。
　新駅設置の運動委員として、4人の有力者が名を連ね、これ
に賛同する他の有力者が多額の運動資金を寄付するなど、当時
の町の指導者層の新駅設置への熱意がうかがえます。また、柏
平兵衛氏の親戚関係にあった衆議院議員阪

さか

泰
た い

碩
せ き

を動かし、つい
に大正元年（1912）新駅を設置し、翌年には駅前通り線も開設
いたしました。
　開設までには、駅舎の敷地問題や駅名問題で与野町と木崎村
とで対立があったと聞いています。
　これらも落着し、大正元年11月1日与野町民待望の与野停車

場が誕生し、盛大な開場式が挙行さ
れました。11月3日付の「埼玉日報」
の記事には、井原町長・花俣助役をは
じめ、来賓として鉄道院の関係者、近
隣の町村長、郡会議員、そして与野
町・木崎村の有力者数十名が出席し
盛大な祝賀会が催されたと記されて
います。
　そして、与野停車場の新設とあいまって、与野町民にとって
もう一つの課題であった、与野本町通りと停車場を結ぶ新しい
駅前通り線も、翌年3月には竣工いたしました。
　いずれにいたしましても、当時の与野町の町長をはじめ有力
者・町民の熱意と並々ならぬ努力による賜物と、与野駅を利用
するたびに感慨に浸っております。
 中央区長　大熊　研二

朝晩の冷え込みが次第に増し、秋の深まりを感じるようになってきました。区民の皆さ
んはいかがお過ごしでしょうか。今回は、先月開催された「大正時代まつり」の舞台とな
った与野駅について、お話ししたいと思います。

▲9月8日　未
み

来
ら

くるワーク
（与野西中学校）

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。　（http://www.saicity-j.or.jp）もご覧ください。

「児童センター de 花づくり」
～みんなで育てよう　子どもと花・みどり～

●日　時　11月19日㈯　10時30分～11時30分　※雨天決行
●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…35組
　　　　　向原・大戸…各20組（いずれも先着順）
●内　容　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。
●申込み　11月１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。
 ※児童センターでは、園芸ボランティアを募集しています。
●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

中央区児童センター同時開催

ささ たま市社会福祉 ホ ムペ ジたま市社会福祉事業団 ホ ムペ ジ

公園等巡回事業「げんきであそぼう！与野公園」
●日　時　11月15日㈫　10時30分～11時15分　※雨天中止
●会　場　与野公園　南側広場（中央区本町西）
●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

与野本町児童センター

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。専門職や介護経験者も参加し
ます。お茶を飲みながらゆっくり語り合いましょう。
［日　時］　11月26日㈯　13時30分～15時30分
［会　場］　特別養護老人ホーム
 ナーシングヴィラ与野（中央区本町東）
［申込み・問合せ］
 地域包括支援センターナーシングヴィラ与野
 Ｔ859・5375　Ｆ857・8532

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

～オレオレ詐欺に新たな手口！～

大手デパートを名乗り「あなた名義のカ
ードが使用されました。後程、全国銀行
協会から電話が入ります」と言った後、全
国銀行協会を名乗る人物から電話がかか
り、「カードが不正に使われています。暗
証番号を変えましょう。すぐに職員がお

伺いしますので、カードを渡してください。」と言ってきま
す。これは、詐欺です。暗証番号を教えたり、カードを渡し
たりしないでください。
［問合せ］　浦和西警察署生活安全課
 Ｔ854・0110（平日9:00～17:00）
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