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家計のことは一人で悩まず、まず相談！

高齢者のための地域運動支援員になりませんか？高齢者のための地域運動支援員になりませんか？

一般介護予防事業一般介護予防事業

交通安全に対する意識・関心を高め、交通事故
防止を図るため、区内の小・中学生を対象に交
通安全標語コンクールを行います。

高齢者が運動習慣を身につけ、健康でいきいきと暮らせるよう、健康づくりを支援する地域運動支援員
の養成講座を開催します。ふるってご応募ください。

●ますます元気教室
介護予防効果の高い体操(いきいき百歳体操)の体験や、口

こう

腔
くう

、
栄養、認知症予防についての学習などを行う教室です。(全6回)
参加費は無料です。

●健口(けんこう)教室
高齢期の栄養・口腔機能について知り、フ
レイル(虚弱)予防を行う教室です。(全3回)

［問合せ］区高齢介護課Ｔ840・6068 Ｆ840・6167

家計に関する課題(公共料金・税
金の滞納、借金など)を抱えて悩
んでいる方はいませんか。生活
自立・仕事相談センターの家計相
談員による相談会を実施します。
この機会にぜひお越しください。

［募集標語］歩行者、自転車、自動車に関する交通安全標語
［応募資格］区内在住又は在学の小・中学生
［応募用紙］①区内市立学校在学の方は各学校で配布

②①以外の方は区くらし応援室、区内各公民館へ
［応募方法］10月2日㈪までに①の方は各学校へ　②の方は

区くらし応援室へ(郵送・ファクス可)
［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

［日 時］10月～12月の指定日 13時30分～15時30分(全12回、実技指導・講義あり)
［会 場］講義：大宮区役所内会議室

実技：山丸公園(大宮区吉敷町)・寿能公園(大宮区寿能町)
※会場は変更になる場合があります

［対 象］区内在住で、60歳以上の健康な方
［定 員］若干名(応募多数の場合は選考)
［申込み・問合せ］9月15日㈮までに電話又はファクスで住所、氏名、年齢、電話番号、応募理由を

区高齢介護課へ　Ｔ840･6068　Ｆ840･6167

［対 象］市内在住の65歳以上の方
［会 場］区内の公民館
［定 員］30人(大戸公民館は20人)

(申込み多数の場合は抽選)
［申込み］区高齢介護課窓口又は中央区内の公民館窓口

［対 象］市内在住の65歳以上の方
［会 場］特別養護老人ホームナーシング

ヴィラ与野・特別養護老人ホー
ムきりしき

［定 員］20人(申込み多数の場合は抽選)
［申込み］区高齢介護課窓口

［日 時］9月26日㈫・10月24日㈫　13時～17時
※予約優先・最終受付16時30分
※上記以外も、生活にお困りの方の相談を受け付けています。

［会 場］区福祉課 相談室
［ 申込み·問合せ ］生活自立・仕事相談センター中央(区福祉課内)

Ｔ840･6052  Ｆ840･6165(9～17時）

交通安全標語を募集します！

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

9月のテーマは｢浦和レッズ｣です。ぜひお越しください！　  ［ 問合せ ］区総務課　Ｔ840・6013　Ｆ840・61609
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高齢者のための地域運動支援員になりませんか？

一般介護予防事業

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）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）

「親子であそぼう」・「プチタイム」
●日　時 ①０歳　９/６～毎週㈬
 　11時～11時30分
 ②１歳　９/７～毎週㈭
 　11時～11時30分
 ③２歳以上　９/１～毎週㈮
 　11時～11時30分
 ④プチタイム　９/１～毎日
 　11時30分～11時45分
●内　容 対象年齢に合わせた親子のふ

れあいあそびや情報交換、保
護者のお友達作り等

●対　象 ①０歳　②１歳　③２歳以上
④未就学児

 ※全て保護者同伴
●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）

「親子のひろば」
●日　時 ①０歳　９/７～毎週㈭
 　10時30分～11時
 ②１歳　９/５～毎月第１・３㈫
 　10時30分～11時
 ③２歳以上　９/12～毎月第２・４㈫
 　10時30分～11時15分
●内　容 対象年齢に合わせた親子のふ

れあい遊びや情報交換
●対　象 ①０歳②１歳③２歳以上
 ※全て保護者同伴
●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
●３日間の職場体験ご苦労様でした
　さいたま市中学生職場体験事業「未

み ら

来くるワーク体験」で、
さいたま市八王子中学校の２年生の生徒３人が、職業観をは
ぐくみ、学ぶことの
意義を考える機会と
して、中央区役所の
各部所で職場体験を
しました。

●ご長寿おめでとうございます
　９月の第３月曜日は「敬老の日」です。長年にわたり社会の
発展に尽力されてこられた方々に感謝の意を表するとともに、
心からご長寿のお祝いを申し上げます。
　今年８月１日現在、中央区の人口は９万9,799人、このうち
65歳以上の方は２万666人、100歳以上の方は32人いらっ
しゃいます。
　健康と長寿は誰もの願いです。区では、高齢期を迎えられ
た方が、地域の中で、いつまでもお元気でお過ごしいただけ
るよう、今年度より「ますます元気教室」を開催しています。
ぜひご参加ください。
 中央区長　坂本　知子

厳しい残暑が続いておりますが、区民の皆様はいかがお過ごしでしょうか

「コミ協」「コミ協」
●さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会中央区支部

ソフトエアロビクス教室

日　時▶10月7日～28日の毎週土曜日（全4回）
  19～21時
会　場▶与野体育館（中央区下落合）
対　象▶市内在住・在勤又は在学の中学生以上の方
持ち物▶体育館履き・タオル
定　員▶50人（応募多数の場合は抽選）
費　用▶1,000円（傷害保険料含む）
申込み・問合せ▶往復はがきで、9月20日㈬（必着）まで
に教室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電
話番号を、〒338-0001中央区上落合3-2-6　市スポ
ーツ推進委員立川へＴ・Ｆ852・1563（10～17時）

 

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
４日㈪・11日㈪ 10:00～11:30 与野中央公園
11日㈪・25日㈪ 14:00～15:30 与野公園
20日㈬ 10:30～12:00 大戸公園
８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

9月のすこやか運動教室9月のすこやか運動教室



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ([')
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


