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参加
無料

入場
無料

入場
無料

来年度から動き出す第8期の委員を募集します。
「まちづくりに興味がある」「地域の課題について話し合いたい」など、中央区
のまちづくりに手を貸してくださる方の参加をお待ちしています。

［ 募集人数 ］ 5人程度（選考）
［ 応募資格 ］ 区内在住、在勤、在学の平成 29 年 4月1日
現在で18歳以上の方

［ 応募方法 ］ 区コミュニティ課、区内公民館、コミュニティセン
ターに置かれている応募用紙に必要事項「中央区の地域コミュニ
ティ・まちづくり等」についてのご意見及び応募動機（400 ～
800 字程度）を記入し、1月16日㈪（必着）までに郵送・ファクス・
電子メールまたは直接区コミュニティ課へ。詳しくは、公募チラシ
をご覧ください。（選考結果は 2月下旬までに全員に通知します）

※応募用紙は、区ホームページからダウンロードもできます
　Ｈhttp://www.city.saitama.jp/chuo/index.html
［ 問合せ・申込み ］
　区コミュニティ課　Ｔ 840・6020 Ｆ 840・6161
　Ｅ chuoku-community@city.saitama.lg.jp

第 8 期区民会議委員募集

歩き方・区内の魅力に注目しながら、楽しく健康づくりを
しませんか。

［ 開催日時 ］ 平成29年2月25日㈯9時 30分～　※小雨決行
［ 内　　容 ］ ウォーキングの講習会後、与野本町コミュニティセン
ターを発着点に、さいたま新都心経由で3kmのコースを歩きます。

［ 対　　象 ］ 市内在住、在勤または在学の方（小学生以下は保護者同伴）
［ 定　　員 ］ 180 人（応募多数の場合は抽選）
［ 申　　込 ］ 所定の申込用紙に必要事項を記入し、区コミュニティ課
へご提出ください。

※申込用紙は区コミュニティ課、区内の公民館・コミュニティセンター・
図書館で配布します。区HPからダウンロードもできます。
　Ｈhttp://www.city.saitama.jp/chuo/003/walking2017.html
［ 申込期限 ］ 平成 29年 1月 13日㈮（必着）

［ 問 合 せ ］ 区コミュニティ課　Ｔ 840・6020　Ｆ 840・6161

～参加者には「ペットボトルカバー」プレゼント～

魅力発見 !!CHU-mOKUウォーキング
参加者募集！

［ 日　時 ］12月16日㈮　12時 15分～ 13時
［ 会　場 ］区役所 1階 ロビー
［ 出　演 ］河口玲子（ソプラノ）、
 秋葉広大（バス）、船越喜子（ピアノ）
［ 曲　目 ］人形の家・キャッツよりメモリー・もろびとこぞりてなど
［ 問合せ ］区コミュニティ課 Ｔ 840・6020　Ｆ 840・6161

ロビーコンサート
ミニ

～クリスマスに贈る歌の玉手箱～
さいたま市にゆかりのあるアマチュアミュージシャンたちが
参加して愛と平和を奏でます。ぜひお越しください。

［ 日　時 ］12月3日㈯　13時～　※雨天決行
［ 会　場 ］さいたま新都心けやきひろば2階（中央区新都心）
 ※雨天時はけやきひろば1階プラザ

［ 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　Ｔ 833・8909
 区コミュニティ課　Ｔ 840・6020　Ｆ 840・6161

芸術劇場をロマンティックに輝かせるキャンドル・アート・ナイト。幻想的な空間が広がります。

［ 日　時 ］12月17日㈯ 16 時 30分 ～ 18時 30分　 ※雨天の場合、キャンドルの一部を中止します。
［ 会　場 ］彩の国さいたま芸術劇場1階　情報プラザ（中央区上峰）
［ 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　Ｔ 833・8909
 区コミュニティ課　Ｔ 840・6020　Ｆ 840・6161

第 89 回　光の庭プロムナード・コンサート第 89 回　光の庭プロムナード・コンサート
トワイライト・スペシャル～光輝く聖夜のおくりもの～トワイライト・スペシャル～光輝く聖夜のおくりもの～

光の庭にキャンドルが灯る幻想的な雰囲気の中、オルガンとチェロのアンサンブルをお楽しみください。
【開演時間】17 時開演
【出　　演】山田由希子（オルガン）、山本　徹（チェロ）
【曲　　目】バルバストル：《ノエルの形式による組曲　第1番》より《イエスがお生まれになったとき》
 J.S. バッハ：アリオーソ
【問 合 せ】彩の国さいたま芸術劇場　音楽担当    Ｔ 858・5506　Ｆ 858・5515

Candle Art Night ＠芸術劇場
With 第 89 回 光の庭プロムナード・コンサート トワイライトスペシャル

LOVE&PEACE コンサート 2016
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第 89 回　光の庭プロムナード・コンサート
トワイライト・スペシャル～光輝く聖夜のおくりもの～

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

　毎年この時期になりますと「今年の漢字」や「新語・流行語大
賞」など今年の世相を表すイベントが行われ、思わず一年を振
り返ってしまいます。
　日本が史上最多の41個のメダルを獲得し、選手の活躍に歓
喜したブラジル、リオでのオリンピックや同じく前回大会を
上回る24個のメダルを獲得したパラリンピックは記憶に新
しいところですが、4月の熊本地方や10月の鳥取県中部での
相次ぐ地震では、年の瀬を迎え今も被災された方々が以前の
生活を取り戻すことができない状況に胸が痛みます。
　さいたま市は今のところ、幸いにも大きな自然災害に見舞
われておりませんが、いつ起こるかわからない自然災害には
区民の皆様と連携した防災訓練などを通じ、常日頃より備え
ることの大切さを痛切に感じています。
　そして、迎える新しい年が穏やかで災害のない年になるこ
とを願ってやみません。

　中央区では先月の区民まつりをは
じめ、数々のイベントを行いました
が、いずれも区民の皆様のご協力に
より、天候にも恵まれ盛大に開催す
ることができました。
　今後も12月3日にはさいたま新都
心けやきひろばで「LOVE＆PEACE
コンサート」や16日の中央区役所で
の「ロビーミニコンサート」、翌17日には彩の国さいたま芸術
劇場での「Candle Art Night」など数多くのイベントが開催
されます。
　師走でお忙しい毎日のことと存じますが、ぜひお出かけく
ださい。
　これから寒さも一段と厳しくなりますが、健康に留意され
新しい年をお迎えください。 中央区長　大熊　研二

早いもので、今年もあと1か月を残すまでとなりました。区民の皆様はいかがお過ごし
でしょうか。年々、時が過ぎるのを速く感じるのは、年齢のせいもあるでしょうが、社会
の慌ただしさも関係しているようにも感じます。

▲10月23日㈰
バラのまちコンサート

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 たいたい ま市社会社会福祉祉 ののホホ ムペムペムペ ジジジ（h（h（ ttt :たいたいたま市ま市ま市社会社会社会福祉福祉福祉事業事業事業団の団の団のホホホ ムペムペムペ ジジジ（h（h（httttp:

「冬のおたのしみ会」
①0歳児あつまれ
②ヨチヨチペンギン・親子教室キャロット
●日　時　①12月７日㈬　10時30分～11時30分
 ②12月８日㈭　10時30分～11時30分
●内　容　①ふれあいあそびやシアターなど
 ②お楽しみ工作やパネルシアターなど
●対　象　①０歳児とその保護者
 ②１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

与野本町児童センター（中央区本町東）

/www sai ity jjj or jjj ）））もごももご覧くくくださださいい/www saiiiciitity jjj or jjj ））p）もごもごもご覧く覧く覧くださださださいい

「冬のおたのしみ会」
①親子であそぼう　②小学生フェスタ
●日　時　①12月２日㈮　10時30分～11時30分
 ②12月22日㈭　13時30分～15時30分
●内　容　①ゲーム、おたのしみ工作、写真コーナーなど
 ②小学生と企画した小学生向けの

おたのしみ会を行います
●対　象　①乳幼児とその保護者
 ②小学生
●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）

「ファミリーコンサート」
●日　時　12月17日㈯

14時～15時
●内　容　季節の曲を中心に、

ピアノ等の生演奏
●対　象　どなたでも
●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）

●さいたま市与野歩こう会

与野七福神めぐり
日　時▶平成29年1月3日㈫
10時出発（9時30分受付開始）

集合場所▶区役所玄関前
行　程▶区役所をスタートし、与野七福神め
ぐりをします。途中から、マップにより自
由歩行していただき、チェックポイントを
経て区役所に戻ります。（約10km）当日は、
根付け（数に限りがあります）、お楽しみ抽
選会等を用意しています。

申込み▶当日直接会場へ
費　用▶800円（小学生は100円）
問合せ▶さいたま市与野歩こう会
　Ｔ852・6826（岩本）
　Ｔ856・3296（阪田）

●中央区明るい選挙推進協議会事務局

明るい選挙啓発ポスター展示会
区内小・中学生の皆さんに応募いただいた「明るい選挙啓発ポスター」を展
示します。どうぞお気軽にお立ち寄りください。
期　間▶12月20日㈫～27日㈫　8時30分～17時15分（閉庁日を除く）
会　場▶区役所　1階ロビー
問合せ▶中央区明るい選挙推進協議会事務局（区総務課内）　Ｔ840・6014　Ｆ840・6160

                          「コミ協」「コミ協」

 

公園の運動器具などを使用し、簡単な運動を行う教室です。帽子、タオル、飲み物
を持参のうえ、動きやすい服装で、直接会場へお越しください。参加費は無料です。

日程 時間 会場
5日㈪・12日㈪
19日㈪ 10:00~11:30 与野中央公園

12日㈪ ･ 26日㈪ 14:00~15:30 与野公園
7日㈬・21日㈬ 10:30~12:00 大戸公園
9日㈮ 10:00~11:30 八王子公園
※雨天の場合は、会場変更や中止になる場合があります。

対　象■おおむね
　65歳以上の方

問合せ■区高齢介護課
 　Ｔ840・6068
 　Ｆ840・6167

12月のうんどう教室 12月のうんどう教室 （介護予防事業）（介護予防事業）
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