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　例年たくさんの人出でにぎわう中央区区民まつりでは、今年も
「コミュニティの輪」をつなげるため、出店・出演者を公募します。

［ 日　時 ］ 11月5日㈯・6日㈰10時～16時（6日㈰は15時まで）
［ 場　所 ］ 中央区役所周辺

［ 対　象 ］ 区民、区内団体および企業

［ 募集数 ］ 出店・出演共に若干数（応募多数の場合は抽選）
 ※出店は1団体につき1ブースとさせていただきます。
 　1ブース間口3.6m×奥行き2.7m（予定）
 ※出演は1団体20分程度の予定です。

［ 費　用 ］ 10,000円（出店）、1,000円（出演）
 ※出店・出演とも事前説明会があります。（8月19日㈮時間未定）

［ 申込み・問合せ ］ 往復はがきで、住所、団体名、代表者名、
電話番号、出店（出演）内容、出演希望日（出演者のみ）を7月
22日㈮（必着）までに、〒338－8686（住所不要）中央区コミ
ュニティ課内　中央区区民まつり実行委員会事務局　公募係へ

 Ｔ840・6020    Ｆ840・6161　※結果は全員に通知します。

さいたま市 中央区区民まつり2016
　出店・出演者募集!!

                          「コミ協」「コミ協」

写真は昨年の様子

日　時▶7月10日㈰
 10時～12時（9時30分開場）

会　場▶ブリランテ武蔵野（中央区新都心）
 2階　サファイア
内容・講師▶
「歯科医は健康長寿を支えます
～自分で食べられる口を保つことの大切さ～」
片倉　朗 氏（東京歯科大学水道橋病院

口腔病態外科学講座 主任教授）

定　員▶100人（先着順）※当日直接会場へ

問合せ▶与野歯科医師会へ（10～16時）
 Ｔ855・3151

与野歯科医師会市民フォーラム

●（一社）与野歯科医師会

日　時▶7月30日㈯
 8時～18時（予定）

内　容▶山梨方面へ工場見学・体験 ほか
対　象▶区内在住ひとり親家庭の親子
 （子どもは3歳から中学生まで）

定　員▶30人（応募多数の場合は抽選）

費　用▶親子2人で2,000円
 子ども1人追加1,000円

申込み・問合せ▶7月21日㈭までに電
話又はファクスで 住所、参加者全
員の氏名・年齢、電話番号を与野地
区社会福祉協議会へ

　Ｔ・Ｆ  859・5881

ひとり親家庭対象
「親子でリフレッシュ」

参加者募集

●与野地区社会福祉協議会

日　時▶8月9日㈫～10日㈬　1泊2日
場　所▶鉄道博物館、大宮盆栽美術館、
 青少年宇宙科学館
対　象▶市内在学、小学6年生から中学2年生
定　員▶15人（先着順）
費　用▶2,000円（傷害保険料含む）
申込み・問合せ▶7月5日㈫（必着）
　までにはがきで住所、氏名、性別、学校名
　保護者名、電話番号を〒338-0001中央
区上落合1-3-16　ジュアンコーポ北与野
205号

　さいたま欅ロータリークラブへ
　Ｔ826・5152　Ｆ826・5595

東日本復興支援事業
「福島子どもサポートプロジェクト」

参加者募集

●さいたま欅ロータリークラブ

入場
無料

3か所に期日前投票所を設置いたします。
投票日当日に用事等がある方は、ぜひご利用ください。

会　場 日　時

中央区役所
（中央区下落合5－7－10）

6月23日㈭～7月9日㈯
8時30分～20時

西与野コミュニティホール
（中央区桜丘2－6－28）

7月2日㈯～7月9日㈯
10時～18時

イオンモール与野
（中央区本町西5-2-9）

7月7日㈭～7月9日㈯
11時～19時

7月10日7月10日日日に
参議院議員通常選挙参議院議員通常選挙が執行されます！

期日前投票をご利用ください

※会場により、開設日時が異なりますので
　ご注意ください。
※車をご利用の方は中央区役所もしくは
　イオンモール与野の期日前投票所を
　ご利用ください。

［ 問合せ ］ 中央区選挙管理委員会事務局（区総務課内）
 3840・6014　6840・6160

さいたま市
選挙キャラクター
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「コミ協」

7月10日日
参議院議員通常選挙

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 たま市社会福祉事業団 ホ ムペ ジ（たま市社会福祉事業団 ホ ムペ ジ（h

乳幼児向け「なつまつり」
●日　時 ７月14日㈭

10時30分～11時30分
●内　容 水ヨーヨー、ゲームコーナー、

写真コーナーなど
●対　象 乳幼児とその保護者
●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（中央区本町東）
親子であそぼう

「夏のおたのしみ会」
●日　時 ７月15日㈮

10時30分～11時30分
●内　容 水ヨーヨー、さかなつりゲーム

など
●対　象 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）

「こどもフェスティバル」
●日　時 ①７月７日㈭　10時30分～11時30分
 ②７月20日㈬　14時～15時30分
●内　容 ①水ヨーヨー、お絵かき広場など
 ②水ヨーヨー、ゲーム、工作など
●対　象 ①乳幼児とその保護者

②小学生以上
●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86回 光の庭プロムナード・コンサート
夏休みスペシャル　夏だ！みんなで楽しむリズム・カーニバル！
～オルガン&サックス&パーカッション トリオ～

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。今回は、夏休みスペシャルとして、親
子で楽しめるプログラムをお届けします。
［日　時］　7月30日（土）

14時開演（14時40分終演予定）
［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］　小野田未奈（オルガン）、石森裕子（サクソフォン）、
 藤橋万記（パーカッション）
［曲　目］　モーツァルト:トルコ行進曲
 アラン・メンケン:アンダー・ザ・シー
［問合せ］　彩の国さいたま芸術劇場　音楽担当
　　　　　Ｔ858・5506　Ｆ858・5515

第７期区民会議からのお知らせ
第9回中央区区民会議を開催します
区民会議は5人まで傍聴できます。
［日　時］　７月27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

チカンなど性犯罪に注意！
～駅やバス停から家までの間で多発傾向～

被害に遭わないために、周囲に対し、警戒心を持ちましょう
●歩行中、スマホや携帯電話を使用したり、音楽を聴いたりしない
●家に入るときは、周囲を確認する
深夜、女性の一人歩きは大変危険です
迎えに来てもらうか、タクシーを利用しましょう
［問合せ］　浦和西警察署　Ｔ854・0110（代）

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

　与野夏祭りの日程は、以前は7月14・15日と決まっていまし
た。しかし、近年は直近の土・日曜日とされ、今年は7月16・17
日に催されます。
　現在は、上町、仲町、下町、上峰の4地区のみこしが与野の氷
川神社に参集し、本町通り周辺を練り歩きますが、かつては夜
祭とか喧嘩みこしともいわれ、みこし同士がぶつかりあう様
子は勇壮で、時には怪我人が出たこともあるほど激しいもの
だったそうです。
　与野夏祭りの歴史は古く、与野の氷川神社には宝永6年
（1709）に与野町（上町、中町、下町）の有力者が寄進した区内
最古のみこしが伝わっています。上町には、現在使われてい
ないこの最古のみこしのほかもう1基あり、建造年代は明らか
ではありませんが、台座の裏に「天保3年（1832）6月に再建」と
記されており、さらに大正11年（1922）に修理されたことがわ
かっています。
　また、仲町のみこしは、明和6年（1769）6月に建造され、天
保11年（1840）、大正10年（1921）、昭和51年（1976）に修復
されたことがわかっています。そして、下町のみこしは、寛政

7年（1795）に再建、明治43年
（1910）、大正9年（1920）に修
復されたことがわかっていま
す。このように、現在お祭りで
担がれているみこしは、いずれ
も江戸時代に建造されたもの
であることがわかっています。
　本町通りの北の端にある与
野の氷川神社は、土地の形状が
南から見ると開いた扇のようなことから、江戸時代には「扇の
宮」とも呼ばれていたそうです。参道の正面には美しい拝殿
が、その奥には流れ造り銅板葺きの古色を帯びた本殿があり
ます。この本殿からは、“宝永6年（1709）5月吉祥日”と墨書き
された棟札が発見され、与野町の氏子たちが再建した貴重な
文化財であることがわかりました。
　このように、歴史あるまちの長きにわたって受け継がれて
いるお祭りを見に来られてはいかがでしょうか。
 中央区長　大熊　研二

恒例の夏祭りはもうすぐです。待ちに待った楽しい夏休みもやってきます。本格的な夏
の到来に皆様方はいかがお過ごしでしょうか。

▲5月14日　与野公園清掃
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