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　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

自治会に加入しましょう

　中央区の地域コミュニティの醸成や魅力ある
まちづくり活動を行う団体が取り組む事業に対
して補助金を交付しています。是非ご利用くだ
さい。
　詳しくは、区コミュニティ課へお問い合わせ
ください。

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

平成28年度中央区活性化等推進事業補助金
〈補助対象事業〉
・区の自然、環境を生かしたまちづくりを
推進する事業

・健康、福祉、安全、生活環境等を生かし
たまちづくりを推進する事業

・区の歴史、文化、伝統を生かしたまちづ
くりを推進する事業

・区のコミュニティ活動の醸成を図り、活
性化につながる事業

・その他区長が特に必要と認める事業
※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。

「中央区をより良くする活動」を支援します

　平成28年度中央区内の集合狂犬病予防注射は次のとおりです。

　愛犬家のマナーの向上、登録と
狂犬病予防接種の推進のために中
央区在住の方を対象に愛犬登録カ
ードの交付をしています。

集合狂犬病予防注射を実施します

愛犬登録カードの受付をしています

［ 注意事項 ］
※事故を防止するため、必ず犬を押さえられる方がお連れください。
※当日が雨天の場合は、午前会場は9時に、午後会場は12時に実施
の有無を決定しますので、くらし応援室へお問い合わせください。
（実施決定後でも天候の悪化などにより中止する場合があります）

［ 料　金 ］
 新 　規 ……………………………………… 6,300円

 登録済（注射のみ） ……………………… 3,300円

［ 問合せ ］区くらし応援室　Ｔ840･6027　Ｆ840･6162

月 日 曜 

日 時　間 会　場 所在地

4 

月

8 金 10時～11時30分 上落合公園 上落合4-11

22 金 13時30分～15時 八王子浅間神社 八王子1-7-11

23 土 13時30分～15時 中央区役所駐車場 下落合5-7-10

26 火 13時30分～15時 与野中央公園 新中里4-7

●与野商店会連合会（北与野・新都心商店会）

日　時▶4月29日（祝）10時～15時　※雨天中止
会　場▶北与野駅西側「時の道」（中央区上落合）
主　催▶北与野・新都心商店会
 「フリマ北与野」実行委員会
問合せ▶さいたま中央電気　菅谷
 Ｔ855･6112　Ｆ857･1876

第17回フリマ北与野

「コミ協」「コミ協」

登録手数料……………………… 3,000円
予防注射料金…………………… 2,750円
注射済票交付手数料……………… 550円

内　

訳

※4月23日㈯は、愛犬登録カードの受付も行います。

発行
無料

愛犬カード見本
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「コミ協」

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。

「親子のひろば」
●日　時
①０才：４/13～毎週㈬　11時～11時30分
②１才：４/11～毎週㈪　11時～11時40分
③２才以上：４/14～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才児　②1才児

③2才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）

「親子であそぼう」
●日　時
①０才：４/８～毎週㈮　11時～11時30分
②１才：４/14～毎週㈭　11時～11時30分
③２才以上：４/13～毎月第２・４㈬
  10時30分～11時15分
④プチタイム：４/１～毎日
 　 11時30分～11時45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才児　②１才児
 ③２才児以上
 ④乳幼児とその保護者
●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）

「親子のひろば」
●日　時
①０才：４/７～毎週㈭　10時30分～11時
②１才：４/19～毎月１・３㈫
　　　 10時30分～11時
　※４/５㈫は、全年齢対象の行事を実施します。
③２才以上：４/12～毎月第２・４㈫
  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才児　②１才児

③２才児以上とその保護者
●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）

第83回 光の庭プロムナード・コンサート
～ 春風を聴きに ～ リコーダーとオルガンの対話

入場
無料

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。
［日　時］　4月23日㈯

14時開演
［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）
［出　演］　徳田佑子（オルガン）

森吉京子（リコーダー）
［曲　目］　バッサーノ（原曲クレメンス・ノン・パパ）：元気はつらつ

バッハ：トリオ・ソナタ第5番より　ほか
［問合せ］　彩の国さいたま芸術劇場　音楽担当
　　　　　Ｔ858・5506　Ｆ858・5515

 

公園のうんどう遊具などを使用し、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

４日㈪・11日㈪・18日㈪ 10:00～11:30 与野中央公園

６日㈬・20日㈬ 10:30～12:00 大戸公園

８日㈮ 10:00～11:30 八王子公園

11日㈪・25日㈪ 14:00～15:30 与野公園
※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

4月のうんどう教室 4月のうんどう教室 
（介護予防事業）（介護予防事業）

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
　暖かな春の陽ざしが心地よい季節となりました。皆さんいかが
お過ごしでしょうか。
　新たな夢や希望を抱き、入学式や入社式などを迎えられた方も
多いことと思います。新生活のスタート、おめでとうございます。
　暖かさに誘われて、区内各所で桜が咲いており、与野公園のソメ
イヨシノや鴻沼川の桜が、今を盛りと咲き誇っています。
　与野公園のソメイヨシノはバラ園とともに有名ですが、明治か
ら大正、昭和の初めにかけての本町通りは桜並木がことのほか美
しく、柳田国男（民俗学者）も「桜並木の最も美しきは埼玉県与野町
なり。浦和及び大宮より各一里あり、春の末に此

こ

町へ遊びに行き
しに町には市立ち落花街に満ちて、夢の国を行くが如くなりき」と
ほめたたえています。しかしながら、この桜並木の桜は戦争中に
薪にしたり、道路の側溝を作るときに木の根を痛めたりするなど

して、次第に消失し、現在は残念ながら１本もなくなってしまいま
した。
　また、蔵造の町並みが残る本町通りは、その昔、鎌倉街道であっ
たといわれています。江戸時代の本町通りは、甲州街道日野宿か
ら岩槻を経て奥州街道へ抜ける脇往還の継

つ ぎ た て ば

立場として栄えていま
した。
　中央区はコンパクトなまちですが、時代と共に変貌を遂げてき
ました。近年は、交通の利便性の良さや落ち着いた環境から、住宅
地としての人気が高まっています。
　本年度は、新たに中央区民となられた方々などに、中央区を知っ
ていただきたいと思い、毎回少しずつご紹介してまいります。
　人々の心と心がふれあうコミュニティ活動も盛んで、四季折々
の様々なイベントも数多く催されています。
　中央区に住む楽しみを、区報などで発信してまいりますのでご
期待ください。
 中央区長
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