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［ 日　時 ］ 9月10日㈰　10時～15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 ］ 区内在住・在学の小学生(保護者の入場不可)
［ 定　員 ］ 250人(応募者多数の場合抽選)
［ 参加費 ］ 300円　　［ 持ち物 ］ 参加費　飲み物　昼食(終日参加者)
［ 申込み・問合せ ］ 8月18日㈮(必着)までに、往復はがき(返信欄に住所・氏名記入)で、住所・氏名(ふりがな)・学校名・学年・電
話番号・緊急時の連絡先(保護者氏名と携帯電話番号等)・参加希望時間(①午前②午後③終日のいずれか)を〒336-0031 南区
鹿手袋1-5-3ひゅうまんポスト内NPO法人子ども劇場おやこ劇場埼玉センター｢ミニ中央区｣係へ※結果は全員に連絡します

　Ｔ836・5560　Ｆ836・5537　Ｅkogkognet@cocoa.plala.or.jp　　区支援課　Ｔ840・6061　Ｆ840・6166

～夢をメロディーにのせて～
［ 日　時 ］ 8月25日㈮　12時15分～13時
［ 会　場 ］ 区役所1階　ロビー
［ 出　演 ］ 田辺里彩・小林加奈(クラリネット)、魚水愛子(ピアノ)
［ 曲　目 ］ 美女と野獣、クラリネットポルカ、花は咲く　ほか
［ 問合せ ］ 区コミュニティ課　Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

中央区区民まつり
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ロビーコンサート
ミニ

［ 日　　時 ］ 11月4日㈯　13時～
［ 出演場所 ］ 中央区区民まつり会場(与野中央通り)
［ 定　　員 ］ 400人程度(団体のみ要事前申込)

［ 応募期間 ］ 8月1日㈫～8月31日㈭
［ 申 込 み ］ 申込用紙(区コミュニティ課、区内の公民館・図書館・コミュ二ティセン

ターに設置)を直接、郵便又はファクスで実行委員会事務局へ
 ※申込用紙は、区ホームページでダウンロードもできます。

［ 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

［ 上映作品 ］ 「フック」 18時30分～
 監督：スティーブン・スピルバーグ
 1991年 アメリカ
映画の前に…●ミニ縁日 17時30分～
 　●紙 芝 居 18時～
 　　「ピーターパン」を復習

［ 日　時 ］ 8月20日㈰
［ 会　場 ］ 上落合小学校校庭(中央区上落合)
 ※雨天時は、上落合公民館 体育室

［ 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

納涼映画会
～夏の終わりに小さな冒険を～

子どもがつくるまち｢ミニ中央区｣は、子どもたちがアイデアを出し合ってつくる子どもの｢まち｣です。｢まち｣に必要なしく
みは自分たちで作ります。｢まち｣の中だけで使えるお金を稼いだり、買い物をしたり、遊んだり。区役所やハローワークも
登場？あなたも、子どもがつくり、子どもだけが参加する｢ミニ中央区｣に参加してみませんか！

子どもがつくるまち 子どもがつくるまち ｢ミニ中央区｢ミニ中央区22
にせんじゅうななにせんじゅうなな

017017｣｣参加者募集参加者募集

グ

参加者募集！

田辺 里彩田辺 里彩 魚水 愛子魚水 愛子小林 加奈小林 加奈

入場
無料

入場
無料無

個人の個人の
飛び入り
飛び入り
歓迎！歓迎！
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子どもがつくるまち ｢ミニ中央区2
にせんじゅうなな

017｣参加者募集

田辺 里彩 魚水 愛子小林 加奈

個人の
飛び入り
歓迎！

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。※ささささいたいたま 会社会社会福祉祉 ののホホ ムペムペ ジジ（たいたま市ま市社会社会福祉福祉事業事業団の団のホホ ムペムペ ジジ

「おばけやしき」
●日　時 ８月22日㈫

①未就学児向け　10時～11時30分
 （整理券配布９時30分～）
 ②小学生以上向け　13時30分～15時
 （整理券配布13時～）
●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）

htt //// ii iit jj j ）））もごも 覧くくだhtt //// ii iit jj jj ））もごもご覧く覧くだ

「おばけやしき」
●日　時 ８月25日㈮
 13時30分～15時30分
 （受付13時15分～15時）
●対　象 未就学児・小学生と

その保護者
●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）

さいいさいい

「小学生あつまれ～」
●日　時 ①８月15日㈫～19日㈯　14時～15時
 ②８月22日㈫～26日㈯　14時～15時
●内　容 ①スライム作り　②マイ・バッグ作り
●対　象 ①②小学生以上
●費　用　①無料　②100円
●定　員　各日先着　①16人　②10人
●申込み　①・②とも8月4日㈮10時～直接センターへ
●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）

平成29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。

業

与野本町児童センター・
与野本町老人憩いの家を休館休館します
与野本町児童センター中規模修繕工事の実施に伴い、
一時休館します。

●休　館
児童センター：９月１日㈮～12月31日㈰（予定）
老人憩いの家：９月１日㈮～平成30年３月31日㈯（予定）

●再　開　児童センター：平成30年１月４日㈭（予定）
 老人憩いの家：平成30年４月１日㈰（予定）

●問合せ　児童センター：青少年育成課
 　Ｔ829・1716　Ｆ829・1960
 老人憩いの家：高齢福祉課
 　Ｔ829・1259　Ｆ829・1981

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
　暑中お見舞い申し上げます。
　今年の立秋は８月７日です。高校野球が
始まり、本格的な夏の到来を迎えております
が、暦の上では「秋に入る日」とされておりま
す。実際には、まだまだ暑い日が続いており
ますので、水分をこまめに取り熱中症に十分
注意し、夏バテされぬようご留意ください。
　私も区役所の緑のカーテン事業で、アサガ
オの苗の植え込み作業を手伝いました。今
ではすっかりつるが伸び、花も咲いて緑のカ

ーテンが出来上がり、夏の日差しを和らげ、
省エネルギー効果を発揮しています。
　夏休みも終わりに近い８月24日㈭から
26日㈯までの３日間、北与野駅前で恒例の
「さいたまの盆踊り」が盛大に開催されます。
子どもたちにとっては、夏休みの大きなイベ
ントのひとつになっていますね。夜店が出
て、抽選会や楽しい企画がたくさん用意され
ているようです。夏休み最後のイベントを
満喫していただき、大人も子どもも楽しい思
い出づくりができればよいですね。
 中央区長　坂本　知子

区民ギャラリー(区役所食堂棟)では展示を行っております

［ 問合せ ］区総務課　Ｔ840・6013　Ｆ840・61608月は｢絵手紙展｣です。ぜひお越しください！
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