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仕事の都合等で平日窓口に来ることができない方は、是非
ご利用ください。
全10区役所(支所・市民の窓口を除く)で、区役所の一部業務
を取り扱います。市税の窓口も開設しています。

10月14日は「鉄道の日」です。世界最大級のコンサートホール「さいたまスーパーアリーナ」や近代的な高層ビルが建ち並ぶさい
たま新都心エリアが、かつて大規模な操車場として鉄道貨物の輸送拠点であったことを知っていますか?表紙の航空写真は、大
宮方面から現在のさいたま新都心方面を望む大宮操車場の風景で、その後、昭和59年(1984年)に大宮操車場は操車場としての
機能を停止し、現在のさいたま新都心の街並みに生まれ変わりました。
中央区役所と大宮操車場との深いゆかりを、蒸気機関車が象徴しています。その見た目と牽

けん

引
いん

力の強さから「甲
かぶと

虫
むし

」の愛称で呼
ばれ、貨物列車を牽引し活躍していたSL39685号は、平成28年(2016年)まで44年間にわたり中央区役所に展示され地域のシ
ンボルとして皆様に親しまれていました。
現在は与野郷土資料館(本町東)で、「39685」と刻まれた銘板など部品の一部を展示して
いるほか、蒸気機関車が煙を吐き、汽笛を鳴らしながら走る姿をイメージした鉄道模型
の展示があり、目でも耳でも楽しめるようになっています。
区内には、鉄道に関するモニュメントが数多くあります。区民に親しまれていた蒸気機
関車に想いを馳せて、歴史ある文化と新しい文化が融合する中央区の街並みを感じてみ
てはいかがでしょうか。

さいたま新都心、今昔　～蒸気機関車のある風景に想いを馳せて～

問合せ 区コミュニティ課　Ｔ840･6021　Ｆ840･6161

日　時 10月25日㈰　8時30分～17時15分
問合せ さいたまコールセンター　Ｔ835･3156　Ｆ827･8656

毎月最終日曜日は、区役所の
休日窓口をご利用ください

区民コンサート出演者募集
～あなたも彩の国さいたま芸術劇場・音楽ホールのステージに～

第6回区の花バラの写真コンクール
作品募集!
部 門 ①一般の部　②アンダー18の部

※②は18歳以下の方のみ応募可。
対 象 令和元年6月22日以降に、区内で撮影された　

バラの写真(A4判)　　
応募期間 10月5日㈪～11月20日㈮
応募方法 応募用紙と作品を直接又は郵送で

（当日消印有効）区コミュニティ課へ
※応募用紙は区役所、区内の公民館・
図書館・コミュニティセンターで配布中。
※区ホームページでダウンロードもできます。

問 合 せ 区コミュニティ課　Ｔ840･6020　Ｆ840･6161

日 時 令和3年2月21日㈰
13時～16時(予定)

対 象 区内在住、在勤又は在学の方
定 員 10組程度(実行委員会による選考)
申込み 11月13日㈮(必着)までに申込書を郵送又はファクス

で〒338-8686　区コミュニティ課　「区民コンサー
ト」係へ
※ 参加者募集のお知らせ・申込書は、10月16日㈮から
区役所、区内の公民館・図書館・コミュニティセン
ターにて配布します。
※ 生演奏に限ります。初めて応募される方は、録音・
録画したCD・DVDを添えてください。詳細は参
加者募集のお知らせをご確認ください。　
※ 申込書はホームページで
　ダウンロードもできます。
Ｈhttp://chuoku-artfesta.com/  

問合せ バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会
会長　加藤 Ｔ・Ｆ833･8909　
区コミュニティ課 Ｔ840･6020　Ｆ840･6161　　

▲ 中央区役所にあったＳＬを
　 見学する子どもたち（昭和47年）

ちょっとよりみち おうち編

バニラシフォン 300円(税込)
ベイクドチーズケーキ 380円(税込)

焼き菓子のほか、バニラシフォン、ベ
イクドチーズケーキ、ロールケーキや
スコーンなどが種類豊富に並びます。
おすすめは、しっとりふっくらした口
当たりが自慢のバニラシフォンで、毎
朝作り立てが店舗に届きます。
見た目も楽しく、素材にもこだわった
体に優しいお菓子で心も体もリフレッ
シュしませんか?

3時のおかしさんビーンズ与野本町店(本町東2-3-11)
JR与野本町駅(Beans与野本町店内)徒歩0分
営業時間 10時～21時　年中無休

問合せ　3時のおかしさん　ビーンズ与野本町店　Ｔ・Ｆ799・2382
　　　　区コミュニティ課　Ｔ840・6021　Ｆ840・6161
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※さいたま市社会福祉事業団のホームページ（Ｈhttp://www.saicity-j.or.jp/）もご利用ください。

乳がん自己検診法
保健師による乳がんの自己検診法を学びます。
質問・相談も受付けます。

●日　時	 10月８日㈭ 11時～11時20分
●対　象　現在、授乳をしていない母親
●定　員　８組（先着順）
●申込み　10/４㈰10時から直接又は電話で
●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（本町東）

育児講話
保健師による育児講話を行います。

●日　時	 10月13日㈫ 11時～11時30分
●対　象　０歳の子どもとその保護者
 父親の参加も可能
●定　員　５組（先着順）
●申込み　10/４㈰10時から直接又は電話で
●問合せ	 向原児童センター
 Ｔ・Ｆ834・6083

向原児童センター（下落合）

いきいきママすくすく相談
区支援課より家庭児童相談員が来館します。家
庭やお子さんの気になることを気軽に相談して
みませんか♪

●日　時	 10月23日㈮ 10時30分～12時
●対　象　現在、子育て中の方
●問合せ	 大戸児童センター
 Ｔ・Ｆ831・9536

大戸児童センター（大戸）

児童センターからのお知らせ

こんにちはこんにちは
です区区長長

　区民の皆様の御協力により、９月から実施している国勢調査が順調に進んでおります。
　国勢調査は、大正９年（1920年）の第１回調査以来、国の最も基本的で重要な統計調査とし
て実施され、令和２年（2020年）に100年の節目を迎えました。国勢調査は、国と地方の人口
とその構造、世帯の「すがた」を把握し、未来を考えるための統計データを得るために欠かせ
ないものとして活用されています。
　国勢調査をはじめ、家計調査、労働力調査などの統計調査の実施にあたっては、調査世帯
などへ協力を依頼する統計調査員の方々に、 ご尽力いただき、 国や地方の行政施策を検討 
するための基礎資料として、また、私たちの暮らしをよりよくするための方向性を見極める
基礎データを集める上で、とても重要な役割を担っていただいております。
　区民の皆様には、これからも統計調査員の方々が調査実施に訪れた際は、御協力ください
ますようお願いいたします。

日増しに秋の気配も深まり、さわやかで過ごしやすい
季節となりました。 中央区長　西村　徹

▲区役所前のポストにて

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、マ
スクを着用し直接会場へお越しください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮のうえ、参加く
ださい。

※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

「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」と「さいたま国
際マラソン」写真展です。

日　時　10月１日㈭～23日㈮
　　　　※土・日曜日、祝日を除く８時30分～10時30分、
　　　　13時15分～17時15分
会　場　区役所食堂棟（下落合）
問合せ　区総務課　Ｔ840・6013　Ｆ840・6160

すこやか運動教室 区民ギャラリーで
ひと休みしていきませんか

会　場 日　　時

与野中央公園
10/５㈪・12㈪・19㈪
11/２㈪

10:00～11:30

与野公園 10/12㈪・26㈪ 14:00～15:30

大戸公園 10/７㈬・21㈬ 10:30～12:00

八王子公園 10/９㈮ 10:00～11:30

参加
無料

※新型コロナウイルスの影響により、催しの中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。


