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さいたま市は平成13年5月1日、旧浦和・大宮・与野の3市合併により誕生しました。その後岩槻市が加わり、令和3年5月には、
さいたま市誕生から20年を迎えます。旧与野市は、さいたま市中央区として生まれ変わり、「バラのまち中央区」「芸術のまち
中央区」として、区民の皆さんのご支援・ご協力により発展をしてきました。毎年行われる「市民意識調査」においても、「住みや
すい」「住み続けたい」と思う人が9割を超えるなど、地域の皆さんに親しまれています。多くの方々へ「ありがとう」の感謝の
気持ちを込めて、今後も20周年を記念した事業を予定していますので、お楽しみにしてください！

さいたま市誕生20周年　～ありがとう20周年　ともに未来へ～

令和3年度中央区内の集合狂犬病予防注射は次のとおりです。本年度から八王子浅間神社会場が廃止となりました。

集合狂犬病予防注射を実施します

問合せ 区くらし応援室　Ｔ840･6026　Ｆ840･6162

問合せ 区コミュニティ課　Ｔ840･6021　Ｆ840･6161

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、区内在住の方に愛犬カード
を無料で交付しています。
愛犬の写真（縦約3㎝×横約2.5㎝）を添えて、申込みは区くらし応援室へ。
※4月17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。

市誕生20周年記念版 愛犬カードを作りませんか？

区分 登録
手数料

予防注射
料金

注射済票
交付手数料 合計

新規 3,000円 2,950円 550円 6,500円
登録済み ─ 2,950円 550円 3,500円

料
　
金

期　日 時　間 会　場 所在地

４
月

6日㈫ 10時～11時30分 上落合公園 上落合4-11
16日㈮ 10時～11時30分 与野中央公園 新中里4-7-2
17日㈯ 13時30分～15時 中央区役所駐車場 下落合5-7-10

日
　
程

［ 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。）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場ではマスクを着用し、お互いの距離を取るようご協力ください。
　なお、市内の感染状況によっては中止となることがあります。

中央区の魅力をPRするため区役所や関係団体などが作成するチラシ、ポスター等の配架、掲示に協力いただける事業所等を募
集しています。中央区PR協力店として登録すると、区ホームページ等に掲載するなど事業所の広報活動に協力します。

中央区PR協力店　募集中!!

対　象 区内の事業所、店舗及び販売所　　　　　　申込み　申込書を区コミュニティ課へ
※実施要綱・申込書は、区ホームページでダウンロードできます。登録する際の条件など、詳しくは実施要綱を確認してください。

問合せ 区コミュニティ課　Ｔ840・6021　Ｆ840・6161

市誕生20周年と区内にある
さいたまスーパーアリーナが
東京2020大会のバスケット
ボール会場となることを記念
し、区内で活躍するアーティ
ストの寿

じゅ

の色
しき

さんに協力いただき新しい中央区のイン
スタ映えスポットが区庁舎東側に誕生しました！
是非皆さん遊びに来て、SNS等でシェアしませんか？

新しいインスタ映えスポット
が誕生しました！ 市誕生20周年を記念する年の始まりにふさわしいデザイ

ンはないかと考え、中央区で生まれたお子さんをモデル
にSNS等で話題の「お昼寝アート」を作成しました。中
央区の益々の発展に願いを込めて、与野公園のバラや
鴻沼川の桜など、中央区の魅力をミニチュアで表現して
います。
これからも、職員一丸となって、
多様な地域資源を活かし、
住んで良かったと思えるまち
づくりに努めていきます。

今月号表紙作品のご紹介

▲「#YonoArts」でシェア！
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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。

プチタイム
体操やふれあいあそびなど、親子で楽しみま 
しょう♪

●日　時	 ４月16日㈮、20日㈫、30日㈮	
11時～11時15分

●対　象　未就学児とその保護者
●定　員　８組（先着順）
●申込み　開催日の１週間前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）

親子のひろば
リズム体操や工作など親子で楽しみましょう！

●日時・対象
①プチタイム（未就学児）
　４月12日～毎週㈪㈭㈯
　11時～11時15分
②親子であそぼう（０歳）
　４月13日～毎週㈫
　10時30分～10時45分
※全て保護者の方同伴でお願いします。
●定　員　各５組（先着順）
●申込み　開催日の１週間前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）

プチタイム
ダ ン ス に 手 あ そ び、ギ ュ ッ と 楽 し い20分 間 
いっしょに楽しみましょう～♪

●日　時	 ４月19日～毎週㈪㈬㈮	
10時30分～10時45分

●対　象	 未就学児とその保護者
●定　員	 ７組（先着順）
●申込み	 開催日の１週間前10時から	

直接又は電話で
●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

公園のすこやか遊具などを使用し、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

すこやか運動教室

会　場 日　　時
与野中央公園 ４/５㈪・19㈪ 10:00～11:30
与野公園 ４/12㈪・26㈪ 14:00～15:30
大戸公園 ４/７㈬ 10:30～12:00
八王子公園 ４/９㈮ 10:00～11:30
保健所前公園 ４/２㈮・16㈮ 10:00～11:30

参加
無料

シニアサポートセンター（地域包括支援センター）は、地域で
暮らす高齢者のための総合相談窓口です。
保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士、地域支え合い推
進員など、専門知識を持ったスタッフが協力し、必要な機関
と連携・調整して、問題解決のお手伝いをします。
シニアサポートセンターは年末年始を除き、毎日開所してい
ます。まずは電話でご相談ください。

【北部圏域】	 ナーシングヴィラ与野
	 中央区本町東６-10-１
	 Ｔ859・5375　Ｆ857・8532

【南部圏域】	 きりしき
	 中央区新中里２-８-６
	 Ｔ858・2121　Ｆ858・6969

問合せ　区高齢介護課　Ｔ840・6068　Ｆ840・6167

シニアサポートセンターを
ご利用ください

区の花バラの写真展です。是非お越しください。

日　時　４月１日㈭～30日㈮　※土・日曜日、祝休日を除く
　　　　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 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　４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

区役所の休日窓口をご利用ください

※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。


