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［ 応募要件 ］ 市内在住、在勤または在学の方
［ 対象作品 ］ 平成27年7月1日以降に中央区内で
 撮影されたバラの写真（A4判）
［ 応募方法 ］ 6月17日㈮（必着）までに、中央区役所、
 区内の公民館・図書館・コミュ二ティ
 センターに設置してあります募集要領を
 ご覧の上、ご応募ください。
 　※募集要領は、中央区ホームページからダウン
 　　ロードもできます。
［ 問合せ ］ 区コミュニティ課
 Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

バラのまち中央区
区の花 バラの写真展の作品を募集します

　中央区では、区の将来像である「調和のとれた都市文化の創造と交
ふれあい

流が育てる安心なまち」の実現に向け、平成28年度
の区政運営や主な取組事項をわかりやすくまとめた「平成28年度さいたま市中央区 区長マニフェスト」を策定しました。

詳細を掲載した区長マニフェストは、区役所情報コーナー、区内の支所・公民館で配布しており、区役所ホームページでもご覧いただけます。

［ 問合せ ］
区総務課　Ｔ840・6013
  Ｆ840・6160

　区民の皆様の参加をお待ちし
ております（申込み不要）。
　軍手、火ばさみ等清掃に必要
な道具は各自ご用意願います。

日　時▶5月14日㈯ 8時～（1時間程度）※小雨決行・荒天中止
集合場所▶与野公園　与野本町公民館前入口（中央区本町西）
問合せ▶中央区コミュニティ協議会事務局（区コミュニティ課内）
 Ｔ840・6020  Ｆ840・6161

与野公園清掃

「コミ協」「コミ協」

［ 問合せ ］区総務課　Ｔ840・6013　Ｆ840・6160

　まちづくり推進事業予算は、区民との協働によるまちづくりや区の特徴を活かした魅力あるまちづくりを進めたり、区民
の要望に即時対応したりするための予算です。
　今年度の中央区まちづくり推進事業予算の総額は1億4,404万9千円で、主な事業は次のとおりです。

1 区民との協働によるまちづくり
・区民まつり事業　970万円
・コミュニティ活動支援事業　221万5千円　ほか

3 安全・安心なまちづくり
・土木緊急修繕事業　8,153万1千円
・交通安全施設維持管理事業　3,164万9千円　ほか

4 にぎわいのあるまちづくり
・バラのまち中央区アートフェスタ事業　360万3千円
・アートストリート事業　284万1千円　　ほか

2 交
ふれあい

流が育む「健幸」なまちづくり
・ふるさとウォーキング事業　34万3千円

平成28年度中央区まちづくり推進事業予算

◆主な取組事項
1 区民との協働によるまちづくり
2 交

ふれあい

流が育む「健幸※」なまちづくり
3 安全・安心なまちづくり

4 にぎわいのあるまちづくり
5 子育てしやすいまちづくり
6 親しみやすい区役所づくり

平成28年度さいたま市中央区区長マニフェストを策定しました

ふるさとウォーキング事業区民まつり事業

バラのまち中央区アートフェスタ事業交通安全施設維持管理事業

※「健幸」とは、身体面の健康だけでなく、人々が生きがいを感じ、心豊かな生活を送れることをいいます。
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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。※ささささささいたいたい ま市社会社会福祉祉 ののホホ ムペムペムペ ジジジ（h（h（ tt ://////www i ty jjj jjj ）））もごももご覧くくくださださいいいい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://////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い

中央区児童センター同時開催

●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）
●申込み　5月6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

児童センター de 花づくり
5月28日㈯　10時30分～11時30分（雨天決行）

～みんなで育てよう　子どもと花・みどり～
（中央区花de植花夢まちづくり事業）

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!!

ウェルカム

第84回 光の庭プロムナード・コンサート
～ばらまつりスペシャル～

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しとともに
お楽しみください。今回は、「ばらまつり」（与野公園）との
共同開催!!
［日　時］　5月21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］　野美山由加里（オルガン）・渡辺隆太（トランペット）
［曲　目］　ブラームス：《11のコラール前奏曲》より

〈一輪のバラが咲いて〉　ほか
［問合せ］　彩の国さいたま芸術劇場　音楽担当
　　　　　Ｔ858・5506　Ｆ858・5515

@ばらまつり

第７期区民会議からのお知らせ
第8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］　５月11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

介護者サロン『バラのまち与野のつどい』
介護者同士、お茶を飲みながらゆっくり語り合いましょう。

［時　間］　13時30分～15時30分
［問合せ］ 地域包括支援センターきりしき
 Ｔ858・2121　Ｆ858・6969
 地域包括支援センターナーシングヴィラ与野

Ｔ859・5375　Ｆ857・8532

きりしき ５月26日㈭ ９月29日㈭ 平成29年１月26日㈭
ナーシングヴィラ与野 ７月23日㈯ 11月26日㈯ 平成29年３月25日㈯

入場
無料

シェードに絵を描いて
火を灯しましょう!
（19時～20時）

大好評！ばらまつりの前日にキャンドルを灯します。
いつもと一味違った幻想的な空間をお楽しみいただけます。

［日　時］　5月20日㈮ 19時～
※雨天の場合は21日㈯に延期

［会　場］　与野公園（中央区本町西）
［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・6160　Ｆ840・6161

シェードの作り方、その他情報はホームページをご覧ください。
http://www.chuoku-artfesta.com

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

　今年も与野公園で盛大に『ばらまつり』が開催されます。与野
公園にバラ園が開設されたのは昭和52年で、面積5,500平方メ
ートルのバラ園には、現在約170種類、約3,000株のバラが植え
られています。昭和55年以来、毎年5月に『ばらまつり』が開催
されており、期間中はバラの苗木の販売やさまざまなイベント
が行われます。
　また、バラは旧与野市の「市民の花」として親しまれ、合併後
も中央区の「区の花」及び「区の色」にも選定されています。この
ように与野公園は古くから市民に親しまれ、バラと桜の名所と
して「埼玉の自然100選」にも選ばれています。
　ところで、この与野という地名は、正

じょう

和
わ

3年（1314年）に作ら
れた「融

ゆう

通
ず う

念
ね ん

仏
ぶ つ

縁
え ん

起
ぎ

」という絵巻物の中に初めて出てきたそうで、
武蔵国与野郷に一人の信心深い名主がいて、一族郎党が家の中
で念仏を唱えている場面や門の入り口で悪霊たちが入ろうとし

ているが、名主が念仏を
唱えているので家に入ら
ないように訴えている場
面が描かれています。
　このことから14世紀
ころには与野郷が実在し
ていたということがわか
ります。700年以上にわ
たる古くからの歴史・文
化とさいたま新都心のように近代的な『まち』が共存しているの
が中央区であり、それが特色です。
　これらの資源を生かしたまちづくりを進めてまいりますので、
今後ともよろしくお願いします。

中央区長　大熊　研二

　新緑が目にまぶしい季節となりましたが、区民の皆様におかれましてはいかがお過ご
しでしょうか。

▲4月1日㈮　鴻沼川の桜の前で
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