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認知症の人、家族、地域の方が集い、気軽に
お茶を飲みながらお互いの交流や情報交換を
する事で『ホッ』と出来る場です。

［ 日 時 ］6月22日㈭　13時30分～15時
［ 会 場 ］きりしきユニット棟2F会議室(中央区新中里)
［ 対 象 ］認知症の人やその家族、本人や
 家族に関わる地域の方
［ 定 員 ］10人（予約制）　［ 費 用 ］無料
［ 申込み・問合せ ］
　地域包括支援センターきりしき
　Ｔ858・2121　Ｆ858・6969
　Ｅhoukatsu@kirishiki.jp

おれんじサロンきりしき

区役所食堂棟で写真展示を行っております

今月の区民ギャラリーの展示は、区の花｢バラ｣の写真展です。ぜひお越しください！
［ 問合せ ］区総務課　Ｔ840・6013　Ｆ840・6160

家庭ごみについての苦情や相談が数多く寄せられています。

｢家庭ごみの出し方マニュアル｣をご確認いただき、適正なごみの排出にご協力をお願いします。

ごみの出し方等についてお困りの場合は、お気軽にお問合わせください。

［ 問合せ ］西清掃事務所　Ｔ623・3899　Ｆ622・9144

 区くらし応援室　Ｔ840・6027　Ｆ840・6162

「コミ協」「コミ協」

［ 問合せ ］
区コミュニティ課
Ｔ840・6021　Ｆ840・6161

自治会は皆さんの地域を明るく住みよいまちにするため、さまざまな活動を行っています。
自治会では皆さんの加入をお待ちしています。お近くの自治会役員にお申し出ください。

自治会に加入しましょう

家庭ごみの出し方について再確認しましょう

］］

交通安全・防犯活動

防災活動防災活動

環境美化活動

親睦行事親睦行事

●与野地区社会福祉協議会

日　時▶6月20日㈫　10時～13時30分
会　場▶与野本町コミュニティセンター調理室(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・問合せ▶6月5日㈪10時から6月14日㈬までに、電話又はファクスで、住所、
氏名、年齢、電話番号を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番電話に氏名・電話番号を。折返し連絡します。

シルバーシェフクッキングスクール参加者募集
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「コミ協」

防災活動 親睦行事

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

　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流（ふれあい）
が育てる安心なまち」の実現に向け、区政運営の考え方や主な取組事項を6項目に
わかりやすくまとめた、「平成29年度中央区区長マニフェスト」を公表しました。
その取組の一つとして、区民との交流を深めるとともに、区役所をより身近に感
じてもらうことを目的に、市民生活にかかわる区の取組やイベント等の説明にう
かがう「中央区ふれあい出前講座」を掲げました。
　区長マニフェストは、区内の公共施設に配置しておりますので、ご一読いただ
ければ幸いです。
　なお、災害に対する意識の向上と地域防災力の強化を図ることを目的に、6月
11日（日）には、区内14箇所の避難所と区災害対策本部とが連携した防災訓練を
開催してまいります。 中央区長　坂本　知子

　梅雨入りの時季を迎え、アジサイの花が美しく咲きはじめました。
　皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。

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（http://www.saicity-j.or.jp）もご覧ください。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。

「パパと一緒に遊ぼう」
●日　時 ６月10日㈯　11時～11時45分
●内　容 体操やふれあい遊びなど、パ

パならではの遊びを楽しみま
しょう！

●対　象 未就学児とその保護者
●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）

「プチタイム」
●日　時 毎日11時30分～11時45分
●内　容 親子のふれあい遊び、体操など
●対　象 未就学児とその保護者
 ※パパ、おじいちゃん、おばあちゃん

と一緒の参加も待ってます！

●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）

「ファミリー体操」
●日　時 毎週土曜日　10時30分～11時
●内　容 体操、手遊び、紙芝居など、ご家

族みんなで体操をしましょう！
●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93回 光の庭プロムナード・コンサート
～イタリアへの憧憬～

［日　時］　７月１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
［出　演］　菅 哲也（オルガン）及川 豊（テノール）
［曲　目］　フローベルガー：聖体奉挙のためのトッカータ

シュッツ：おおイエス、優しき御名　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

ちかん等性犯罪に注意！
～そんなあなたが狙われます～

夏になると、ちかんや性犯罪が心配されます。被害は、駅や
バス停から自宅に帰るまでの間に多発する傾向があります。

●暗い道や人通りの少ない道は避ける
●ながら歩きをしない
●家の玄関や窓には施錠する

ことを守ってください。
［問合せ］　浦和西警察署　Ｔ854・0110（代）

被害に遭わない
ために・・・

⎧
⎨
⎩

 

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。

日程 時間 会場

５日㈪・12日㈪・19日㈪ 10:00～11:30 与野中央公園

12日㈪・26日㈪ 14:00～15:30 与野公園

７日㈬・21日㈬ 10:30～12:00 大戸公園

９日㈮ 10:00～11:30 八王子公園
※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■おおむね65歳以上の方
問合せ■区高齢介護課
　　　　Ｔ840・6068　Ｆ840・6167

6月のすこやか運動教室6月のすこやか運動教室
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