中央区区民まつりを開催します
今年も「つなげようコミュニティの輪」をテーマに多くの来場者で賑わう中央区区民まつりを開催
します。
「おいしい」
「楽しい」
が集まった出店
（展）
ブース、様々な演目が繰り広げられるステージと
盛りだくさんです。ぜひ、ご来場ください！！
［日

時 ］11月10日㈯ 10時〜16時

11日㈰ 10時〜15時

［会

場 ］中央区役所周辺（中央区下落合）

※雨天決行・荒天中止

※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。 ※会場周辺は、交通規制が実施されます。
http://www.city.saitama.jp/chuo/003/p2018111011.html

同時
開催

秋のバラフェスティバル

区役所周辺の秋バラもお楽しみください！
せんてい
［ 会 場 ］区役所1階ロビー ［内 容］バラの剪定・写真撮影・折紙講習、バラの育成相談、塗り絵など
［ 問合せ ］中央区バラサポーター会長 清水

Ｔ854・8592 Ｆ711・8852
（福田）

［問合せ］さいたま市中央区区民まつり実行委員会事務局

バラの手入れ講習会
参加者募集！
［日
［会

参加
無料

時 ］平成31年1月27日㈰
①10時〜12時 ②14時〜16時
場 ］区役所3階 301・302会議室
せんてい

［ 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人（応募多数の場合抽選）
［ 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、電話番号、希
望の時間
（①又は②）
を〒338-8686 区コミュニテ
ィ課へ Ｔ840・6020 Ｔ840・6161

区コミュニティ課

自 治 会 の

Ｔ840・6020 Ｆ840・6161

輪

自治会の様々な活動を随時紹介していきます。
今回の自治会は・・・

与野中央公園の南側、県社会福祉協議会の西側から鴻沼
川までの地域が「中里自治親和会」です。
世帯数は約1,400世帯を超え、区内で2番目の大きさです。
大戸地区との合同防災訓練のほか、夏祭り、納涼盆踊り、
現役力士を迎えて開催される子供相撲大会など、一年を通じて様々なイベントがあ
ります。文化の日には、
「中里秋の大運動会」が行われ、子どもからお年寄りまで参加
できる様々な競技を実施しますので、一緒にスポーツの秋を満喫しましょう！
Ｈhttp://nakazato.starfree.jp/
牧島 博 会長
［問合せ］区コミュニティ課 Ｔ840・6021 Ｆ840・6161
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●与野七福神パレード実行委員会

●与野地区社会福祉協議会

七福神パレードの七福神募集！

在宅介護者のためのリフレッシュ会食参加者募集

日 時 ▶ 平成31年1月3日㈭ 11時30分〜 ※雨天中止
会 場 ▶ 上町氷川神社〜鈴谷大堂
（約5㎞）
参加
対 象▶ 区内在住で15歳以上の方（中学生は除く）
無料
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・Ｆ853・9798

（11時40分受付開始）
日 時 ▶ 11月27日㈫ 12時〜
会 場 ▶ 大宮甲羅本店
（大宮区桜木町）
対 象 ▶ 区内在住・在宅で高齢者の介護をしている方
費 用▶1,000円
定 員 ▶ 20人（先着順）
申込み・問合せ▶11月5日㈪10時〜19日㈪に住所・氏名・年齢・
電話番号、被介護者の氏名を電話又はファクスで与野地
区社会福祉協議会へＴ・Ｆ859・5881
※事務所が留守の際は留守電話に氏名・電話番号を。折り返し連絡します。

第5回中央区 絵 画 展 を 開 催 し て い ま す
「中央区美術家協会」のご協力により展示を行っています。この機会に「芸術のまち 中央区」
をぜひ感じてみてください。
い。
［日
時 ］10月29日㈪〜12月21日㈮【11月下旬作品入替】
［会
場 ］ 区役所食堂棟
（中央区下落合）
［主

催 ］さいたま市中央区美術家協会・中央区

［ 問 合 せ ］区総務課
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Ｔ840・6013 Ｆ840・6160

相続と空き家対策無料セミナー

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）
もご利用ください。
中央区児童センター同時開催
（中央区本町東・下落合・大戸）

『児童センターde花づくり』
〜みんなで育てよう
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子どもと花・みどり〜

11月17日㈯
10時30分〜11時30分 ※雨天決行
与野本町児童センター・向原児童センター・
大戸児童センター
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、
当日手袋やスコップな
どをご持参ください。
区内在住の方
（未就学児は保護者同伴）
大人ひとりでの参加も歓迎！
与野本町…35組
（先着順）
向原・大戸…各20組
（先着順）
11月３日㈷10時から直接各児童センターへ
与野本町児童センター Ｔ855・5655 Ｆ855・5669
向原児童センター Ｔ・Ｆ834・6083
大戸児童センター Ｔ・Ｆ831・9536

平成30年度

中央区活性化等推進事業補助金をご利用ください
中央区活性化等推進事業補助金
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。

相続と空き家に関する問題について、実例を交えながら説
明します。
［日 時］ 12月１日㈯・８日㈯ 13時30分〜16時
［会 場］ JACK大宮ビル５階 第１〜３集会室
（大宮区錦町）
［対 象］ 相続や空き家問題に関心のある方
［定 員］ 各日80人
（先着順）［費 用］ 無料
［申込み］ 当日、
直接会場へ。また、
12月２日㈰・９日㈰無料
個別相談会を開催します。
（申込みは、
セミナー
当日、
会場でお受けします。
）
［問合せ］ NPO法人空き家対策協会 Ｔ876・8041 Ｆ876・8042
環境創造政策課 Ｔ829・1325 Ｆ829・1991
けんこう

『食生活と運動でパワーアップ！健幸講座』を開催します
高齢期を迎えても、住み慣れた地域でいつ
までも元気で自分らしく暮らしていくこと
参加
ができるよう、必要な栄養や運動等につい
無料
てさまざまな知識が学べる講座です。
［日 時］ 12月13日㈭ 14時〜16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］ 区内在住で60歳以上の方 60人
（先着順）
［申込み］ 11月12日㈪9時〜30日㈮電話又はファクスで
氏名・住所・電話番号・生年月日を区高齢介護課へ
［問合せ］ 区高齢介護課 Ｔ840・6067 Ｆ840・6167

11月のすこやか運動教室

【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31年3月8日㈮までに終了する事業

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。

【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。
又、
区ホームページでダウンロードもできます。
http://www.city.saitama.jp/chuo/index.htm
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

こんに
にち
ちは
は 区長

です

期日

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
問合せ

おおむね65歳以上の方
区高齢介護課 Ｔ840・6068

朝晩の冷え込みが次第に増し、秋の深まりを感じるようになって
きました。
区民の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

Ｆ840・6167

中央区長

坂本知子

毎年11月は
「児童虐待防止推進月間」です。オレンジ色のリボンをシンボルに、子どもへの虐待防止
を目指した運動が全国に広がっていますが、いまだ子どもに対する虐待はなくなっていません。地域
社会が子どもに関心を持ち、見守ることが児童虐待防止につながります。子どもからのSOSに気づい
た時は、児童相談所や区支援課にご相談ください。
11月10日㈯・11日㈰に「中央区区民まつり」を開催します。今年は、
「秋のバラフェスティバル」も同
時開催し、多彩なパフォーマンスや各友好都市の物産など、子どもから大人までたくさんの皆様にお
楽しみいただけるプログラムとなっていますので、ぜひ会場に足をお運びください。

Ｈ▶

中央区ホームページの「区長からのメッセージ」でも、区内の情報を配信しています。ぜひご覧ください。

▲中央区区民まつりにて

さいたま市中央区 区長からのメッセージ
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