集合狂犬病予防注射を実施します
平成31年度中央区内の集合狂犬病予防注射は次のとおりです。
時 間

会 場

10時〜11時30分

上落合公園

上落合4-11

18日㈭

13時30分〜15時

八王子浅間神社

八王子1-7-11

19日㈮

10時〜11時30分

与野中央公園

新中里4-7-2

中央区役所駐車場

下落合5-7-10

規 ……………………………… 6,300円
訳

４月

8日㈪

20日㈯ 13時30分〜15時

新

所在地

内

期 日

［料 金］

登録手数料……………………… 3,000円
予防注射料金…………………… 2,750円
注射済票交付手数料……………… 550円

登録済
（注射のみ） ………………… 3,300円

［ 注意事項 ］※事故を防止するため、必ず犬を押さえられる方がお連れください。
※雨天の場合は、午前会場は９時に、午後会場は12時30分に実施の有無を決定しますので、くらし応援室へ
お問い合わせください。
（実施決定後でも天候の悪化などにより中止する場合があります。）

愛犬カードを交付しています
飼育マナーの向上、犬の登録と狂犬病予防接種を推進するため、中央区にお住まい
の方に愛犬カードを無料で交付しています。
申込みは、区くらし応援室まで。愛犬の写真（縦約３㎝×横約2.5㎝）が必要です。
※４月20日㈯に区役所駐車場で実施する集合狂犬病予防注射の会場でも受け付けます。

［ 問合せ ］区くらし応援室

Ｔ840・6026 Ｆ840・6162

４月７日㈰に埼玉県議会議員・さいたま市議会議員の選挙が行われます
３か所に期日前投票所を設置いたします。投票当日に用事等がある方は、ぜひご利用ください。

設置場所

日

中央区役所 本館1階ロビー
（下落合5-7-10）

時

３月３０日㈯〜４月６日㈯
８時30分〜20時

西与野コミュニティホール 1階ロビー ３月３０日㈯〜４月６日㈯
（桜丘2-6-28）
10時〜18時
イオンモール与野 １階通路
（本町西5-2-9）

４月４日㈭〜４月６日㈯
11時〜19時

［ 問合せ ］中央区選挙管理委員会事務局（区総務課内）

ち
ちょっとよりみ

ば

グルメ編

ら

彩の薔薇【全3種類＜プレーン・珈琲・ごま＞】
（さいたま推奨土産品） 各120円
ぜんしゅうあんだい

善収庵大こくや
（本町東2-17-2）
JR与野本町駅東口
徒歩約1分
Ｔ・Ｆ856・0007
「一つひとつ手づくり」をモットーに、和菓子を気軽にお買い求めできるお店
です。添加物・着色料を使わず手づくりで製造していて、安心できる一品です。

［問合せ］
区コミュニティ課

2

Ｔ840・6021 Ｆ840・6161

第８投票区の投票所が「与野愛仕幼稚園」から「下落合団地
保育園」（下落合3-8-2）へ変更されます。
選挙日当日に投票所にお越しになる際は、ご注意ください。
※設置場所により、開設日時が異なりますのでご注意ください。
※車をご利用の方は区役所又はイオンモール与野の期日前投
票所をご利用ください。

Ｔ840･6014 Ｆ840･6160

今月から、区内にたくさんあるおすすめスイーツやカフェなど
を紹介します！
さい

投票所の変更について

自 治 会 の

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・・・

新大宮バイパスと鴻沼川に挟まれ、
本町通りを中心として東西に長い
「仲町自治会」
です。
区域が
本町通りを中心に行われる「与野
の夏祭り」や「芋掘り」
、地域の皆様
と花火や映画を鑑賞する「納涼ま
つり」
、毎年１月３日に行われる「七福神パレード」など、一年
を通じて様々な行事を行っています。
「敬老会」では毎年恒例
で、地域の子どもたちが歌ったり、高齢者の肩たたきを行っ
たりするなど、子どもから高齢者まで楽しめる行事が充実し
ています。様々な行事を通じて多世代で協力し合えるまちづ
くりを進めます。
岩﨑 道行 会長
［問合せ］区コミュニティ課

Ｔ840・6021 Ｆ840・6161

児童センターからのお知らせ
与野本町児童センター（中央区本町東）

※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。

向原児童センター（中央区下落合）

大戸児童センター（中央区大戸）

親子のひろば

親子のひろば

親子のひろば

対象年齢に合わせた親子の

曜日が変わりました！

対象年齢に合わせた親子のふれあいあそびや情報交換

ふれあいあそびや読み聞かせなど

対象年齢に合わせた親子のふれあいあそびや情

●日時・対象

報交換・保護者のお友だちづくりなど

●日時・対象

①ハイハイサロン
（０歳）
●日時・対象

①０歳児あつまれ
（０歳）
４月17日〜毎週㈬

４月９日〜毎週㈫

②ヨチヨチペンギン
（１歳）
４月15日〜毎週㈪

11時〜11時50分

４月10日〜毎週㈬

●問合せ 与野本町児童センター
Ｔ855・5655

Ｆ855・5669

11時〜11時30分

４月16日〜毎月第１・３㈫
10時30分〜11時

11時〜11時30分

③なかよしひろば
（２歳以上）

③親子であそぼう
（２歳以上）

11時〜11時50分

※全て保護者の方同伴でお願いします。

４月11日〜毎週㈭

10時30分〜11時

②ヨチヨチひろば
（１歳）

②親子であそぼう
（１歳）

③ピョンピョンうさぎ
（２歳以上）
４月18日〜毎週㈭

４月４日〜毎週㈭

①親子であそぼう
（０歳）

11時〜11時50分

４月９日〜毎月第２・４㈫

11時〜11時45分

10時30分〜11時15分

※全て保護者の方同伴でお願いします。

※全て保護者の方同伴でお願いします。

●問合せ 向原児童センター

●問合せ

Ｔ・Ｆ834・6083

大戸児童センター
Ｔ・Ｆ831・9536

ਛᄩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖද⼏ળ「コミ協」߆ࠄߩ߅⍮ࠄߖ
●さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会中央区支部

●与野商店会連合会（北与野・新都心商店会）

ソフトエアロビクス教室

第20回フリマ北与野

日 時▶5月11日〜6月1日の毎週土曜日 （全4回）19時〜21時
会 場▶与野体育館（中央区下落合）
対 象▶市内在住・在勤又は在学で中学生以上の方
定 員▶50人（応募多数の場合は抽選）
（傷害保険含む）
持ち物▶体育館履き、タオル、飲料
費 用▶1,000円
申込み▶往復はがきで4月20日㈯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・Ｆ717・4816
（10時〜17時）

4月のすこやか運動教室
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。
期日

時間

会場

１日㈪・15日㈪ 10:00〜11:30

与野中央公園

８日㈪・22日㈪ 14:00〜15:30

与野公園

３日㈬

10:30〜12:00

大戸公園

12日㈮

10:00〜11:30

八王子公園

19日㈮

10:00〜11:30 鈴谷公民館 多目的室

５日㈮

10:00〜11:30

保健所前公園

※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

日 時▶4月27日㈯ 10時〜15時
※雨天中止
会 場▶JR北与野駅西側「時の道」
（上落合2丁目／埼京線沿い）
主 催▶北与野・新都心商店会
「フリマ北与野」実行委員会
http://kitayono-shintoshin.com
問合せ▶徳永Ｔ857・1781 Ｆ857・1876

第106回 光の庭プロムナード・コンサート 入場
和洋の出逢い〜和太鼓とオルガンの響演〜 無料
ポジティフ・オルガン（小型のパイプ
オルガン）の演奏を出演者のお話と
ともに楽しむコンサートです。
［日 時］ ４月20日㈯ 14時〜14時40分
［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］

は

せ

がわ

み

ほ

ざ

こ

みず

ほ

長谷川美保
（オルガン） 座古瑞穂
（和太鼓）
［曲 目］ C.P.E.バッハ：オルガン・ソナタ ヘ長調より ほか
［問合せ］ 彩の国さいたま芸術劇場 音楽担当
Ｔ858・5506 Ｆ858・5515
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