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｢人口｢人口10万人1111111111100000000000万万万万万万万万万万万万人人人人人人人人人人人到達日予想クイズ｣を実施します！到達日予想クイズ｣を実施します！

                「コミ協」「コミ協」

日 時▶10月24日㈫　10時～13時30分頃
会 場▶与野本町コミュニティセンター(中央区本町東)
対 象▶区内在住の60歳以上の男性
定 員▶15人(先着順)　　費　用▶300円
持 ち 物▶エプロン・三角巾
申 込 み▶10月3日㈫10時～10月16日㈪に、住所・氏名・

年齢・電話番号を電話またはファクスで与野
地区社会福祉協議会へ　Ｔ・Ｆ859・5881
※事務所が留守の際は留守電話に氏名・電話番号を。
　折り返し連絡します。

シルバーシェフクッキング
スクール参加者募集

●与野地区社会福祉協議会

●中央区スポーツ振興会

●中央区バラサポーター

日　時▶ 10月28日㈯　　受　付▶8時30分
対 象▶ 区内在住の方　定　員▶100名(応募多数の場合は抽選)
持ち物▶ 身軽な服装、運動靴、飲み物等
申込み▶ 往復はがきで10月15日㈰(必着)までに、行事名、

住所、氏名、年齢、電話番号(携帯)を〒338-0003
中央区本町東3-5-2  中央区スポーツ振興会
事務局(与野スポーツ内新井)へ
Ｔ853･3997　Ｆ853･3913

第12回中央区民ハイキング
岩槻駅東口発着、岩槻城址公園などを巡るコース

日　時▶ 10月22日㈰　9時～15時(小雨決行)
会　場▶ 与野公園バラ園(中央区本町西)
内　容▶ ｢区の花バラの写真展｣入賞作品展示、

バラの写真撮影講習、バラの花折紙講習、
バラ園ガイドツアー

問合せ▶ 中央区バラサポーター会長 清水
Ｔ854・8592　Ｆ851・4668(井原)

第3回 秋のばらフェスティバル

紙講

｢いきいきボランティア｢いきいきボランティア
 ポイント事業｣に登録しませんか ポイント事業｣に登録しませんか
この事業に登録している介護施設、児童施設、
障害者(児)施設などでボランティア活動をした
場合などに、ポイントが貯まります。貯まった
ポイントは、奨励金や｢シルバー元気応援券｣と
交換又は福祉団体などに寄附できます。

［対 象］市内在住の60歳以上の方
［申請書の配布］区高齢介護課窓口

※市ホームページでダウンロードもできます

［申込み·問合せ］区高齢介護課
Ｔ840･6067　Ｆ840･6167

区民ギャラリー(区役所食堂棟)で展示を行っております
10月のテーマは｢ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム｣｢さいたま国際マラソン｣です。ぜひお越しください！

［ 問合せ ］区総務課　Ｔ840・6013　Ｆ840・6160

中央区の人口が10万人に到達することを記念して、到達日を予想するクイズを実施します！
［応 募 方 法］直接、Eメール、ファクス又ははがきで①予想したさいたま市中央区人口10万人到達日

｢平成　年　月　日｣②住所③氏名④電話番号⑤ホームページや市報さいたま中央区版での顔写真
の掲載可否｢可・不可｣を記入し〒338-8686｢人口10万人到達日予想クイズ｣事務局へ
※区ホームページ(Ｈhttp://www.city.saitama.jp/chuo/index.html/)でダウンロードもできます。
※区役所1階及び2階総務課には応募箱を設置します。

［締 切 日］区民課の集計により、人口が10万人に到達したことが判明した日
※Eメール、ファクスは送信日、はがきは消印日、区役所窓口等は回収日。
※応募は1人1回。複数応募の場合は、最も早い到達予想日付が有効。

［賞 品］｢“つなが竜 ヌゥ”のぬいぐるみ｣　｢バラの苗木“浦和レッドダイヤモンズ ”｣
｢さいたま市産のさつまいも“紅赤”を使用したお菓子･焼酎｣

［当選者発表方法］直接連絡及び区ホームページ、市報さいたま中央区版にて発表します。
［問 合 せ］区総務課　Ｔ840･6014　Ｆ840･6160
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｢人口10万人到達日予想クイズ｣を実施します！

「コミ協」

｢いきいきボランティア
 ポイント事業｣に登録しませんか

こんにちはこんにちは
です

にににちにち 区区ちはちは
です区区区区区区区区長長

　さいたま市は、大都市の中で
も自転車保有率が非常に高く、
日常的に自転車が利用されて
いるまちです。自転車は、経済
的で健

け ん

幸
こ う

増進にもつながり、環
境にも優しい乗り物で、私も通
勤に使用しています。来月は、
さいたま新都心駅周辺において、「2017ツール・ド・フラン
スさいたまクリテリウム」も開催されます。世界最高峰の
サイクルロードレースを是非お楽しみください。

秋風もさわやかな季節となりましたが、
皆様はいかがお過ごしでしょうか。

中央区長　坂本知子

児 童 セ ン タ ー か ら の お 知 ら せ

※※ささいたま市社会福祉事業団のホームいたま市社会福祉事業団のホーム
ページ（http://www.saicity-j.or.jp）ページ（http://www.saicity-j.or.jp）
もご利用ください。もご利用ください。

休館のお知らせ
改修工事のため、
一時休館します。

●期　間 ９月１日㈮～12月31日㈰
●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）

「おいもほりに行こう！」
●日　時 10月23日㈪
 ①向原　10時～10時40分
 ②大戸　10時50分～11時30分
 ※雨天の場合26日㈭に順延
●場　所 鈴谷４丁目のさつまいも畑
●対　象 未就学児とその保護者　※全て保護者同伴
●定　員 向原・大戸児童センター各親子30組（先着順）
●費　用 １組360円（おいも３株分）
●申込み 10月４日㈬10時から、参加費を添えて直接各

児童センターへ
●問合せ 向原児童センター　Ｔ・Ｆ834・6083
 大戸児童センター　Ｔ・Ｆ831・9536

児童センター合同行事　向原・大戸児童センター（中央区下落合・大戸）

「げんきであそぼう！
 与野公園」
●日　時 10月31日㈫
 10時30分～11時15分
●会　場 与野公園　南側広場
 ※雨天中止
●内　容 公園でダンス・ふれあ

いあそびなどを楽しみ
ます

●対　象 未就学児とその保護者
●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95回 光の庭プロムナード・コンサート
～２台のオルガンで楽しむブルグミュラーの世界～

［日　時］　10月21日㈯
14時開演

［会　場］　彩の国さいたま芸術劇場
（中央区上峰）1階情報プラザ

［内　容］　ポジティフ・オルガン（小型のパイプオルガン）の
演奏と出演者のお話し。ヨーロッパで学んだオ
ルガニスト２名による２台オルガンのアンサン
ブルで、ブルグミュラーの世界へご案内します。

［出　演］　大
お お き

木麻
ま り

理（オルガン）　亀
か め い

井　優
ゆう

（オルガン）
［曲　目］　ブルグミュラー:２台ピアノのための25の練習

曲より　ほか
［問合せ］　彩の国さいたま芸術劇場　音楽担当
　　　　　Ｔ858・5506　Ｆ858・5515

入場
無料

区民コンサート出演者募集
   　　～あなたも彩の国さいたま芸術劇場・音楽ホールのステージに～

［開　　催］　2月18日㈰　13時～16時
［対　　象］　区内在住、在勤又は在学の方
［定　　員］　10組程度（実行委員会による選考）
［申 込 み］　所定の申込書を郵送又はファクスで11月17日㈮（必着）までに
 〒338-8686　区コミュニティ課「区民コンサート」係へ
 ※初めて応募される方は、録音、録画ＣＤ・ＤＶＤを添えてください。
 ※生演奏に限ります。詳細は参加募集のお知らせをご確認ください。
 ※参加募集のお知らせ・申込書は、10月20日㈮から区役所、区内公民館・コミュニティセンターにて配布します。

バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会ホームページでダウンロードもできます。
 http://www.geocities.jp/artfesta2007/index.htm
［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　Ｔ・Ｆ833・8909

区コミュニティ課　Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

～平成28年度交通安全標語コンクール入賞作品～今月の交通安全標語
入賞　てんめつだ　一回休み　つぎわたろう　与野南小学校　新妻 陽さんの作品

問合せ　さいたま市交通安全保護者の会（母の会）中央支部事務局（区くらし応援室内）　Ｔ840・6027　Ｆ840・6162
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