
2

                          「コミ協」「コミ協」
●与野地区社会福祉協議会

日 時▶11月22日㈬　12時～(11時40分受付開始)
会 場▶大宮甲羅本店(大宮区桜木町)　※送迎可
対 象▶区内在住・在宅で高齢者の介護をしている方
定 員▶20人（先着順）　　費　用▶1,000円
申込み・問合せ▶11月6日㈪10時～16日㈭に住所・氏名・
年齢・電話番号、被介護者の氏名、送迎希望の有無
を電話又はファクスで与野地区社会福祉協議会へ
Ｔ・Ｆ 859・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。

在宅介護者のためのリフレッシュ会食参加者募集

中央区区民ギャラリー(食堂棟)で｢中央区美術家協会｣のご協力により、たくさんの作品を展示しています。ぜひお立ち寄りください。

［日 時］10月30日㈪～12月22日㈮　※土・日曜日、祝日を除く 8時30分～10時30分、13時15分～17時15分(展示作品の入替あり)
［主 催］さいたま市中央区・さいたま市中央区美術家協会　［問合せ］  区総務課　Ｔ840・6013　Ｆ840・6160

●与野七福神パレード実行委員会

日 時▶平成30年1月3日㈬　11時30分～　※雨天中止
会 場▶氷川神社～鈴谷大堂(約5㎞)
対 象▶区内在住の15歳以上の方(中学生は除く)
定 員▶7人(応募多数の場合は選考)
申込み・問合せ▶11月30日㈭までに、　電話・はがき
又はファクスで、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、
仮装したい七福神の名前を〒338-0004　中央区本町
西2-9-27 与野七福神パレード実行委員会　岩﨑へ
Ｔ・Ｆ 853・9798

七福神パレードの七福神募集！

中央区絵画展を開催しています

日 時● 11月26日(日) 8時30分～17時15分　全10区役所(支所・市民の窓口を除く)※区役所の一部業務を取扱います。
問合せ● さいたまコールセンター Ｔ835・3156　Ｆ827・8656 日曜納税窓口も開設しています

区役所の休日窓口をご利用ください

中央消防署ふれあいフェア2017を開催します!!
水消火器の消火体験、煙体験テントで避難体験もできるよ！消防ポンプ車やはしご車と一緒に写真を撮ろう！

［日　時］11月5日㈰　13時30分～15時30分　※雨天時又は火災等が発生した場合は、縮小又は中止
［会　場］中央消防署(中央区下落合)　※ご来場の際は、公共交通機関等のご利用をお願いします。
［問合せ］中央消防署　Ｔ852・9119　Ｆ857・8473

バラの手入れ講習会
参加者募集！

中央区活性化等推進事業補助金を
ご利用ください

［日　時］平成30年1月20日㈯
①10時～12時　②14時～16時

［会　場］与野本町
コミュニティセンター
第3・4会議室

［持ち物］剪定ばさみ
［対　象 ］区内在住で15歳以上の方
［定　員］各回30名(応募多数の場合は抽選)
［申込み・問合せ］11月30日㈭までに、往復はがきで
住所、氏名(ふりがな)、年齢、希望の時間(①又は②)を
〒338-8686 区コミュニティ課へ
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30年3月9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。
　申請書は区コミュニティ課で配布しています。
　市ホームページ中央区のサイトで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)
［申込み・問合せ］区コミュニティ課　Ｔ840・6020　Ｆ840・6161
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こんにちはこんにちは
です

にちにち 区区ちはちは
です区区区区長長

　今月の4日・5日に開催される「中央区区民まつり」は、区民に最も親しまれて
いるお祭りで、そのルーツを紐解いてみると、昭和26年ころには与野町農業
委員会と与野高等学校の共催で、「農産物の品評会」として与野高等学校で
開催されていました。当時は品評会と同時に、農産物、果実類、家畜類（鶏卵）、
加工品などが展示・即売され、新鮮で安価な野菜やくだものに人気が集まった
そうです。
　その後、名称が「農業祭」「与野市産業物産展」「与野市産業まつり」「市民まつ
り」「よのふれあいまつり」「中央区区民フェスタ」と変わり、現在は「中央区区
民まつり」となりました。今年もたくさんの皆様にお越しいただき、さらに盛
り上がることを期待しております。

朝夕の空気が日ごとに寒さを増して、秋の深まりを感じる
季節となりました。区民の皆様いかがお過ごしでしょうか。

中央区長　坂本知子

さいたま市中央区区民まつり実行委員の皆様と

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

『児童センターde花づくり』～みんなで育てよう　子どもと花・みどり～
●日　時 11月18日㈯　10時30分～11時30分　※雨天決行
●会　場 向原児童センター・大戸児童センター
●内　容 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。
 ※お持ちの方は、手袋やスコップなどをご持参ください。

●対　象 区内在住の方（未就学児は保護者同伴）
●定　員 各20組（先着順）
●申込み 11月３日㈮10時から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

中央区児童センター同時開催（中央区下落合・大戸）

 

公園の運動遊具などを使用し、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。
※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■概ね65歳以上の方
問合せ■区高齢介護課　Ｔ840・6068　Ｆ840・6167

日時 会場
６日㈪・13日㈪
20日㈪ 10:00～11:30 与野中央公園

13日㈪・27日㈪ 14:00～15:30 与野公園
１日㈬・15日㈬ 10:30～12:00 大戸公園
10日㈮ 10:00～11:30 八王子公園

11月のすこやか運動教室11月のすこやか運動教室

高齢者生活支援コーディネーターをご存知ですか？

高齢者生活支援コーディネーターは、みなさんの困りごととボランティア等をつなげ、
高齢者のみなさんがいきいきと活動できる地域をつくるお手伝いをしています。
また、地域の色々なボランティア等の活動をはじめるお手伝いをしています。
まずは、困りごとなど、お気軽にご相談、ご連絡ください。

例えば…●地域で集まって運動を始めたいけど、どうすればいいの？
　　　　●お店の一角や空部屋を住民の交流の場に使ってほしい
　　　　●お茶会や運動などの集いに参加したいけど、どうすればいいの？

 中央区北部圏域ナーシングヴィラ与野 Ｔ859・5375 Ｆ857・8532
 中央区南部圏域きりしき　Ｔ858・2121 Ｆ858・6969
［問 合 せ］ 区高齢介護課　Ｔ840・6068　Ｆ840・6167

大人ひとりでの
参加も歓迎！

ご 相 談
ご連絡先
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