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みこし等の購入や修繕を希

望する自治会に対し、補助

金を交付しています。くわ

しくはお問合せください。

さいたま市コミュニティ助成事業

子どもみこしが新しくなりました!!

区民ギャラリー（区役所食堂棟）では写真展示を行っております

7月のテーマは｢盆栽｣です。ぜひお越しください！　［ 問合せ ］区総務課　Ｔ840・6013　Ｆ840・6160

［ 問合せ ］区コミュニティ課
 Ｔ840・6021
 Ｆ840・6161

一緒に盛り上げてくれる方をお待ちしております！

［ 日　時 ］ 11月4日㈯・5日㈰ 10時～16時(5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15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22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21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へ
Ｔ840・6020　Ｆ840・6161　※抽選の結果は全員に通知します。

中央区 区民まつり2017　出店・出演者募集!!

                「コミ協」「コミ協」

日　時▶7月9日㈰　10時～12時（開場9時30分）
会　場▶ブリランテ武蔵野2階 サファイア(中央区新都心)
内容・講師▶穏やかで心豊かな長寿社会を生きる
 ～おいしく、楽しく、美しく 摂食機能の実力～
 植田 耕一郎 先生(日本大学歯学部摂食機能療法学講座教授)
定　員▶100人(先着順)※当日直接会場へ
問合せ▶与野歯科医師会(平日10時～16時)
 Ｔ855・3151　Ｆ857・2762

第7回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▶8月5日㈯　8時～18時(予定)
対　象▶区内在住の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(先着順)
内　容▶群馬・水上方面へ　おめん作り体験、桃狩り、カブト虫採取
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4日㈫10時～7月21日㈮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・Ｆ859・5881

7月は｢社会を明るくする運動｣の活動月間です。この運動
は、法務省が提唱する、犯罪のない安心、安全なまちづく
りのための活動をしています。街頭活動では、啓発物の配
布と与野南中学校吹奏楽部の演奏をお届けします。
日　時▶7月6日㈭　17時～
会　場▶さいたま新都心駅コンコース
問合せ▶さいたま浦和地区保護司会
 中央支部　山本　Ｔ・Ｆ855・6431

ひとり親家庭対象｢親子でリフレッシュ｣参加者募集

第67回 社会を明るくする運動街頭啓発活動

●与野地区社会福祉協議会

●さいたま浦和地区保護司会中央支部

本村町自治会

入場
無料
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「コミ協」

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

「夏のおたのしみ会」
●日　時 ７月13日㈭

10時30分～11時30分
●内　容 水ヨーヨー、ゲームコーナー、

写真撮影など
●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）

h // i i j j ）も 覧くださ// i i j j ）も 覧くださ

「夏のおたのしみ会」
●日　時 ７月６日㈭　10時30分～11時30分
●対　象 未就学児とその保護者

「フルートとピアノのコンサート」
●日　時 ７月23日㈰　15時～15時30分
●対　象 小学生（保護者も可）
●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13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、ゲーム、お絵かき広場など
 ②水ヨーヨー、ゲーム、工作など
●対　象 ①未就学児とその保護者
 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）

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

　今月の７月を、文月（ふみづき）ともいいます。これは、短冊に歌や字を書いて、書道
の上達を祈った「七夕」の行事にちなんだ「文披月（ふみひらづき）」が転じたものと一
説ではいわれています。また、穂が見えるようになる頃であることから「穂見月（ほみ
づき）」や稲の穂が含む月であることから「穂含み月」が転じたという説もあります。
　さて、暑い夏とともに中央区内各地域で恒例の夏のイベント「与野夏祭り」が開催
されます。なかでも、本町通り周辺では1５日・1６日の二日間、沿道に夜店が立ち並
ぶなか、四町の大人御輿（みこし）が渡御（とぎょ）し見ごたえ十分です。ぜひお出か
けいただき、夏祭りのだいご味をお楽しみください。
　楽しい夏休みがまもなく始まります。海や山など外出の機会が増えると思います
が、事故の無い楽しい夏休みをお過ごしください。
 中央区長　坂本　知子

　梅雨が明けると、暑い夏がやってきます。本格的な夏の到来に向け、皆様方はいかが
お過ごしでしょうか。

ルールを守って交通安全！

無料健康講座 『認知症にならないために』
～生活習慣を見直そう～

家庭児童相談のご案内

自転車も車の仲間！交通ルールを守って安全運転しましょう！
［問合せ］　浦和西警察署　Ｔ854・0110（代）

［日　時］　７月22日㈯　14時～15時
［会　場］　埼玉精神神経センター ７階会議室（中央区本町東）
［講　師］　平野 可奈子氏（認知症看護認定看護師）
［申込み・問合せ］　地域包括支援センターナーシングヴィラ与野
 　　　 Ｔ859・5375　Ｆ857・8532

［日　時］　月～金曜日　９時～17時
［会　場］　区支援課内
［内　容］　家庭児童相談室では児童に関する様々なご相談に

応じています。秘密は厳守しますのでお気軽にご
利用ください。なお、電話でも受付しています。

［問合せ］　区支援課　Ｔ840・6063　Ｆ840・6166

１　自転車は車道通行が原則、歩道は例外
２　車道では左側を走行
３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４　交通ルールを守る
　　（飲酒運転、交差点での信号遵守と一時停止等）
５　子どもはヘルメットを着用

自転車安全利用五則

▲本村町自治会　子どもみこし

 

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
３日㈪ 10:00～11:30 与野中央公園
10日㈪・24日㈪ 14:00～15:30 与野公園
５日㈬ 10:30～12:00 大戸公園
14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

7月のすこやか運動教室7月のすこやか運動教室
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