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第７回となる写真コンクール。今回は、過去に撮りためた作品の応募も大歓迎です。
皆様の力作を、お待ちしています。

第7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 区内で撮影されたバラの写真（A4判・未発表のもの）　　　応募期間　５月６日㈭～６月18日㈮
応募方法 応募用紙と作品を直接又は郵送（当日消印有効）で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

「中央区のまちづくり」は、区の将来像、「歴史と文化の調和のとれた都市の創造と交流（ふれあい）が育てる安心なまち」の実現に向け
て、令和3年度に区内で実施する市の主な取組について、区民の皆様にお知らせするものです。
中央区では5つのまちづくりのポイントと明るい区役所づくりへの取組、あわせて6つの項目を掲げ様々な事業を実施してまいります。

令和3年度　「さいたま市中央区のまちづくり」を策定しました

問合せ 区総務課　Ｔ840･6013　Ｆ840･6160

こんにちはこんにちは
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にににちにち 区区ちはちは
です区区区区区区区区長長

　4月に中央区長に就任いたしました近
こん

藤
どう

裕
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です。区民の皆さんと力を合わせ、魅力ある
中央区のまちづくりに努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　令和3年度「中央区のまちづくり」を策定しました。「中央区のまちづくり」は、中央区の将来
像である「歴史と文化の調和のとれた都市の創造と交流(ふれあい)が育てる安心なまち」を
実現するために、今年度各局や区役所が実施する主な取組や事業を区民の皆さんにお知らせす
ることを目的に、わかりやすくまとめたものです。
　全職員が一丸となり、この「中央区のまちづくり」に掲げた事業を積極的に推進してまいります。
　皆さんの御理解と御協力をどうぞよろしくお願いいたします。

爽やかな風に、薔薇香る季節となりました。
皆さんはいかがお過ごしでしょうか。 中央区長　近藤裕司

▲庁舎東側にて
※撮影のため、一時的にマスクを
　はずしています。

「中央区のまちづくり」は区情報公開コーナーや区内公民館等で配布しています。また、区ホームページでも閲覧可能です。

1  区の特徴を生かした魅力的な
街並みと緑豊かな環境づくり

2  地域資源を生かした、調和の
とれたにぎわいづくり

3  学びと交流を通した、地域の
誇りと愛着を持つ人づくり

4  ふれあいと支え合いによる、安全・
安心と生きがいのある地域づくり

5  区民との協働による地域に根
ざしたまちづくり 6  明るい区役所づくり

＜主な事業＞
・芸術劇場と地域が連携したまちづくり事業 458万5千円
・バスケットボール教室事業 40万7千円
・土木緊急修繕等事業 8,136万9千円
・地域防災力向上事業 48万1千円

 ほか

予算総額　1億2,821万円
中央区まちづくり推進事業予算

▲ 第６回最優秀賞
「バラの女神」

▲ バラの手入れ講習会

▲ 区民まつり

▲ アートストリートエリア

▲ 婚姻届提出記念写真

▲ ふるさとウォーキング ▲ 道路反射鏡修繕
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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 ５/10㈪・17㈪ 10:00～11:30
与野公園 ５/10㈪・24㈪ 14:00～15:30
大戸公園 ５/19㈬、６/２㈬ 10:30～12:00
八王子公園 ５/14㈮ 10:00～11:30
鈴谷公民館 多目的室 ５/21㈮ 10:00～11:30
保健所前公園 ５/７㈮ 10:00～11:30

参加
無料

参加
無料

介護者同士、お茶を飲みながらゆっくり語り合いましょう。
日時は変更となる可能性がありますので、事前に問い合わせ
先までご連絡ください。

時　間　13時30分～15時30分
問合せ　地域包括支援センター　きりしき
　　　　新中里２-８-６　Ｔ858-2121　Ｆ858-6969
　　　　地域包括支援センター　ナーシングヴィラ与野
　　　　本町東６-10-１　Ｔ859-5375　Ｆ857-8532
　　　　区高齢介護課　Ｔ840・6068　Ｆ840・6167

介護者サロン
「バラのまち与野のつどい」

※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。

中央区児童センター同時開催（中央区本町東・下落合・大戸）

児童センターからのお知らせ

会　場 開　催　日

きりしき ５/27㈭、９/16㈭、R4.１/27㈭

ナーシングヴィラ 与野 ７/17㈯、11/27㈯、R4.３/26㈯

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　５月30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

児童センターde花づくり  ～みんなで育てよう　子どもと花・みどり～

●日　時	 ５月29日㈯ 10時～　※雨天決行
●内　容	 児童センターの敷地及びプランター等に花の苗を植えます。
 ※お持ちの方は、手袋やスコップなどをご持参ください。
●会　場	 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
●対　象	 区内在住の方（大人ひとりでの参加可）　※未就学児は保護者同伴
●定　員	 与野本町…30組、向原…20組、大戸…10組（先着順）

●申込み	 ５月22日㈯10時から各児童センターへ
直接又は電話で

●問合せ	 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

３か所に期日前投票所を設置いたします。選挙当日に用事等がある方は、是非ご利用ください。

※会場により、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。

さいたま市長選挙が行われます

問合せ 中央区選挙管理委員会事務局（区総務課内）　Ｔ840・6014　Ｆ840・6160

会　場 日　時
中央区役所本館１階　ロビー

（下落合5-7-10）
5月10日㈪～22日㈯
８時30分～20時

西与野コミュニティホール１階　ロビー
（桜丘2-6-28）

5月15日㈯～22日㈯
10時～18時

イオンモール与野１階通路
（本町西5-2-9）

5月20日㈭～22日㈯
11時～19時

【 投票所の変更について 】
第6投票区の投票所が「与野東中学校」から「上落合保育
園（上落合2-9-10）」に、第10投票区の投票所が「与野本
町小学校」から「与野本町コミュニティセンター（本町東
3-5-43）」に変更されます。
選挙当日に投票所にお越しになる際は、ご注意ください。

※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。


