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暑い夏が過ぎ、心地よい秋風が吹く季節となりました。秋と言えば、「芸術の秋」。JR与野本町駅から彩の国さいたま芸術劇場（上
峰）へと向かうたつみ通りには、芸術劇場芸術監督であった故蜷川幸雄氏をはじめ、シェイクスピアシリーズ作品に出演した俳
優の手形レリーフが数多く設置され、中央区は芸術と深い関わりのあるまちです。                                                                                               
表紙で紹介しているのは、スターバックス コーヒー さいたま南与野店(鈴谷)の店内です。ゆったりとした空間とコーヒーの
香り漂う店内には、障がいのある作家6名が描き下ろしたコーヒーやコーヒー生産地にちなんだ絵画が11点飾られています。
これは、一般社団法人Get in touch(ゲット イン タッチ)の協力により、スターバックス コーヒー ジャパンが地域の障がい
のあるアーティストと一緒に店内空間を作る取組の一環で、埼玉県ではさいたま南与野店が初出展となります。
色鮮やかな作品に彩られた店内で、コーヒーとアートをゆっくり味わい、心を豊かにするひと時を過ごしてみてはいかがですか。

スターバックス コーヒー ジャパンとさいたま市中央区のここだけの話
★埼玉県初出店は、スターバックス コーヒー さいたま新都心店(新都心)!(2000年オープン) 

コーヒーとアートを味わおう

バラの手入れ講習会参加者募集! 参加
無料

問合せ スターバックス コーヒー さいたま南与野店 Ｔ840･0151
スターバックス コーヒー さいたま新都心店 Ｔ600･5637
区コミュニティ課　Ｔ840・6021　Ｆ840・6161

点 灯 式 11月7日㈯ 17時～18時45分（予定）
点灯期間 11月7日㈯～令和3年2月14日㈰
点灯時間 17時～24時　※点灯初日はセレモニー後18時点灯予定
場 所 たまアリ△タウンけやきひろば(新都心)
問 合 せ さいたまアリーナ Ｔ601･1122 Ｆ601･1120

区コミュニティ課 Ｔ840･6021 Ｆ840･6161

日 時 令和3年1月31日㈰　①10時～12時 ②14時～16時
会 場 区役所３階 301会議室
持ち物 剪

せん

定
てい

ばさみ、筆記用具
対 象 区内在住で中学生以上の方
定 員 各15人(応募多数の場合は抽選)
申込み 11月20日㈮までに、申込書を直接、郵送（当日消印有効）又はファクスで

区コミュニティ課へ　
※申込書は、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。
※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

さいたまスーパーアリーナ開業20周年

たまアリ△タウンけやきひろば
イルミネーション2020-21
20thAnniversary Shining Flyway The Blue Forest
～祝福と感謝の青の森～

第７回中央区絵画展として中央区美術家協会の作品を展示し
ています。
この機会に「芸術のまち中央区」を感じてみませんか。

日 時 10月26日㈪～12月25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

区民ギャラリーでひと休みして
いきませんか
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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。

育児相談
区支援課の家庭児童相談員が来館します。子育
ての不安、悩みなどお気軽にご相談ください。

●日　時	 11月16日㈪ 10時30分～12時
●対　象　どなたでも
●定　員　４組（先着順）
●申込み　11月９日㈪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）

家庭児童相談員による相談
「家庭児童相談員」が来館します。子育ての不安、
悩みなどお気軽にご相談ください。

●日　時	 11月10日㈫ 10時30分～12時
●対　象　どなたでも
●定　員　５組（先着順）
●申込み　11月４日㈬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）

歯みがき指導
歯科衛生士さんから歯みがきのコツを教えても
らいます！

●日　時	 11月20日㈮ 10時30分～11時20分
●対　象　子どもとその保護者
●定　員　７組（先着順）
●申込み　11月13日㈮10時から
 直接又は電話で
●持ち物　歯ブラシ、ハンドタオル
●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

高齢者がいつまでも元気で自分らしく暮らしていけることを推進するため、体組成計による測定会、
口
こ う

腔
く う

についての講演会や簡単にできる運動の体験会を実施する講座です。

日　時　12月10日㈭ 14時～16時
会　場　与野本町コミュニティセンター多目的ルーム（大）
対　象　区内在住、在勤で60歳以上の方　定　員　60人（先着順）

申込み　11月４日㈬～25日㈬に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

「食生活と運動でパワーアップ！健
けん

幸
こう

講座」を開催します 参加
無料

こんにちはこんにちは
です区区長長

　今回は、江戸時代の文化人をご紹介したいと思います。６月に開館した与野郷土資料館（本町
東）でも紹介されている鈴木荘

そう

丹
たん

は、享保17年（1732年）に江戸で生まれ、句作に励むとともに多く
の門人を養成しました。
　晩年、与野に居を構え、門人たちと「与野八景」という句集を刊行しました。この句集は、与野周
辺八か所の風光明媚な風景を描き、それにちなんだ俳句や漢詩を詠んだものです。与野郷土資料
館には、鈴木荘丹の自画自筆文の掛け軸などの資料が展示されています。
　与野郷土資料館で文化財や与野の歴史を再発見されてはいかがでしょうか。

紅葉の美しい季節を迎え、朝夕冷え込みを感じるようになりま
した。体調の管理に気を付けましょう。 中央区長　西村　徹

▲「与野八景句集」の前で
（与野郷土資料館）

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。
※自宅で体温を測定し、発熱（37.5℃以上又は平熱より１℃以上高い）や風邪症
状など、不調がある場合は、参加をお控えください。
※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、中止になることがあります。
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

すこやか運動教室

会　場 日　　時
与野中央公園 11/９㈪・16㈪ 10:00～11:30
与野公園 11/９㈪ 14:00～15:30
大戸公園 11/４㈬・18㈬・12/２㈬ 10:30～12:00
八王子公園 11/13㈮ 10:00～11:30
鈴谷公民館南側保健所前公園 11/６㈮ 10:00～11:30

参加
無料 毎月最終日曜日は、

区役所の休日窓口を
ご利用ください
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。

日　時　11月29㈰ 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

※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。


