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［ 日　時 ］ 8月21日（日）18：30～
［ 会　場 ］ 上落合小学校
 校庭（中央区上落合）
 ※雨天時は同小学校体育館
［ 問合せ ］ バラのまち中央区
 アートフェスタ実行委員会
 徳永　Ｔ857・1781
 区コミュニティ課　Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

ヒューゴの不思議な冒険 監督：マーティン・スコセッシ
2011年　イギリス／アメリカ

風笛　～こころのうた～
［ 日　時 ］8月26日（金）12時15分～13時
［ 会　場 ］中央区役所1階　ロビー

［ 出　演 ］有延千尋・鈴木柔子（フルート）
 尾崎慶子（ピアノ）
［ 曲　目 ］トルコ行進曲、小さな世界、
 愛の讃歌　ほか
［ 問合せ ］区コミュニティ課
 Ｔ840・6020
 Ｆ840・6161

納涼映画会
～夏の終わりの思い出に～

中央区区民まつり
｢与野ふるさと音頭」おどり流し参加団体募集！

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

　中央区役所前の「蒸気機関車（愛称：甲
かぶと

虫
むし

）」は
大正9年2月に製造され、昭和47年旧与野市が旧国鉄
から借用展示し、44年間にわたり愛されてきました。
　しかし、経年劣化に伴う崩壊の危険性があるため、
9月上旬から解体することとなりました。
　（史料的価値のある部品類は、鉄道博物館並びに
東日本旅客鉄道㈱に所蔵されます。）
　長い間皆様に愛していただきありがとうございま
した。

［ 問合せ ］ 区総務課　3840・6013　6840・6160

さ よう な ら 蒸 気 機 関 車

ロビーコンサート
ミニ

［ 日　　時 ］ 11月5日㈯　13時～
［ 出演場所 ］ 中央区区民まつり会場（与野中央通り）
［ 対象・定員 ］ 1団体につき15～50人の区内団体・5団体程度
 ※応募多数の場合は抽選
［ 申 込 み ］ 8月31日㈬までに、直接又はファクスで、住所、氏名
 （団体名・代表者名）、電話番号、参加人数、100字
 以内のPR文を中央区区民まつり実行委員会事務局
 （区コミュニティ課内）へ
 ※天候により中止となる場合があります。
［ 問 合 せ ］ 中央区区民まつり実行委員会事務局（区コミュニティ課内）
 Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

区民会議は当日5人まで傍聴できます。

［ 日　時 ］8月24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

今まで
ありがとう

会場では
屋台（食べ物・飲み物）予定!
（17:30～18:30）
※雨天中止

尾崎 慶子尾崎 慶子 有延 千尋有延 千尋 鈴木 柔子鈴木 柔子

入場
無料

入場
無料無無
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尾崎 慶子 有延 千尋 鈴木 柔子

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。ささいた 会社会福祉 のホ ムペ ジ（（h /いたま市社会福祉事業団のホ ムペ ジ（h /

「おばけ大会」
●日　時 ８月24日㈬
 ①未就学児向け　　10時～11時30分
 ②小学生以上向け　14時～15時30分

●対　象 ①未就学児とその保護者
 ②小学生以上
●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）

i i j j ））もご くださいi i j j ）もご覧ください

「おばけやしき」
●日　時 ８月24日㈬、25日㈭

13時30分～15時30分
（受付15時まで）

●対　象 未就学児とその保護者・
小学生以上の児童

●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）

「小学生あつまれ～！」
●日　時 ①８月16日㈫～20日㈯　14時～15時
 ②８月23日㈫～27日㈯　14時～15時
●内容・定員 ①スノードーム　各日10人
 ②バルーンスライム　各日16人
●対　象 小学生以上
●申込み ①②とも８月４日㈭の10時から直接同

センターへ（先着順）
●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）

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

　今回は、中央区の地形の成り立ちと中央区の旧石器時代人
について、簡単にお話ししたいと思います。
　中央区の地表面はおおむね30～50センチメートルぐらい
が黒色土でおおわれています。その黒色土を少し掘り下げて
ゆくと、関東ローム層と呼ばれる赤褐色の粘土層が現れ、台地
と低地が入り組んで成り立っています。
　地球は誕生しておよそ43億年経過していますが、新生代/し
ん.せい.だい第4紀、洪積世/こう.せき.せい（約180万年～2万
年前）のころは氷河時代と呼ばれていて4回の氷河期があり、
第4氷河期で海水が凍り、陸地が水面上に姿を現し、中央区の
大地が形づくられ始めました。それと同時期に関東地方の諸
火山が大爆発を起こして火山灰が大量に降りそそぎ、大宮台
地などの関東ローム層が形づくられ、7，8万年前ころには中
央区の原形がほぼ出来上がったといわれています。その後、
その上に腐った草木類や火山灰などが積み重なり、中央区の

台地が黒色土でおおわれるようになっ
たのです。
　また、中央区の大地に旧石器時代人
が現れたのは、今からおよそ3万年～1
万2千年前で、石器を用いて生活してい
たことが、区内12か所の当時の遺跡に
よって明らかになってきています。そ
の後土器を使用した縄文文化と呼ばれ
る時代が始まり、中里や大戸地区から
早期の土器や石器が発見されています。
その昔から、中央区という地域は住み
やすかったのでは…と遺跡から想像させられました。
　もうすでに暦の上では秋となりますが、8月が一年で最も暑
い時期といわれています。水分をこまめに取り、熱中症に注
意してこの夏を乗りきりましょう。 中央区長　大熊　研二

今年の「立秋」は8月7日です。この日以降の暑さは残暑と呼ばれ、暑中見舞いではなく残
暑見舞いを出します。区民の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

平成28年度
中央区活性化等推進事業補助金中央区活性化等推進事業補助金をご利用ください

　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。
http://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。

業

「コミ協」「コミ協」
●ふるさと与野の生活文化を楽しむ会

親子で作る！朝まんじゅうに昼うどん

日　時▶8月27日㈯　９時30分～14時
会　場▶与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）
対象・定員▶区内在住の小学生とその保護者・12組

（応募多数の場合は抽選）
申込み・問合せ▶往復はがきで、8月12日㈮（必着）まで
に、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒338-
0014　中央区上峰3-14-16　本多明朗へ
　※結果は全員に
　通知します。
　Ｔ・Ｆ852・4023

▲5月13日
緑のカーテン作り

▲6月2日
中央ロータリークラブへ

感謝状贈呈

参加
無料
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