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さいたま新都心のけやきひろばで、フリースロー大会や
バスケレッスンを開催します。

埼玉県内や市内で活躍するプロバスケットボールチーム「埼玉ブロンコス」が、令和2年7月からさいたま市と所沢市を
ダブルホームタウンとして、チーム名も「さいたまブロンコス」と変更し、新体制で再出発しました。
中央区役所の庁舎東側にあるインスタ映えスポットには、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になることを記念して作成された壁画があります。「バスケットボール」と区の魅
力である「バラ」と「芸術」の融合です。
「さいたまブロンコス」の選手兼アシスタントコーチで、埼玉県出身の泉
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選手とインスタ映えスポットを見に来てくれました。今回の表紙は、両選手にご協力いただき、作品の一
部として参加してもらいました。また記念に、手形とサインをしてくれましたので、お近くにお寄りの際は、実際の手
形と自分の手を比べてみてください。みんなで地元のプロスポーツチームを応援しましょう！

地元プロバスケットボールチームを応援しよう　～新生！さいたまブロンコス～

日 時 7月3日㈯  低学年の部 10時～（受付9時30分）
高学年の部 11時30分～（受付11時）

会 場 与野体育館（下落合）
講 師 さいたまブロンコス選手、コーチ
対 象 区内在住又は在学の小学生
定 員 各部40人（応募多数の場合は抽選）
応募方法　 ６月18日㈮(必着)までに応募用紙を直接又はファクスで、はが

き又は電子メールの場合は「中央区バスケットボール教室」と
明記し、住所、氏名(ふりがな)、学校名・学年、電話番号、バ
スケットボール経験の有無を記入のうえ区コミュニティ課へ

※応募用紙は、区コミュニティ課で配布。区ホームページでダウンロード可。

申込み・問合せ　 〒338-8686　中央区下落合5－7－10
区コミュニティ課　Ｔ840・6020　Ｆ840・6161
Ｅ chuoku-community@city.saitama.lg.jp

問 合 せ 区コミュニティ課　　Ｔ840・6021　Ｆ840・6161

バスケットボール教室参加者募集！ SBL2020キッズバスケレッスン＆コート参加
無料

福祉に関する複合的な課題を抱えている方、相談先が分からずに困っている方などを対象に、制度やサービスを紹介するほか、適
切な部署や関係機関へご案内する、福祉丸ごと相談センターを6月1日から設置します。
相談場所　区福祉課内 　　受付時間　９時～16時30分　※土・日曜日、祝休日、年末年始を除く
問合せ　福祉丸ごと相談センター（区福祉課内）　Ｔ840・6051　Ｆ840・6165

福祉丸ごと相談センターをご利用ください

日 時 6月19日㈯
①12時～ ②14時～　各50分

会　場 けやきひろば(新都心)
対　象 4歳～小学生　　定　員　各回20人（先着順）
費　用 一部有料　バスケットレッスン参加費　500円/人
申込み 6月1日㈫15時から直接、電話又はファクスで事務局へ

（電話申込優先）
問合せ さいたまバスケットボールレガシー2020プロジェクト

実行委員会事務局（ディーナゲッツ愛知）
担当：櫻井　Ｔ・Ｆ0586・71・0004
さいたまアリーナ　Ｔ601・1122　Ｆ601・1120
区コミュニティ課　Ｔ840･6021　Ｆ840･6161

撮影中は終始明るい雰囲気で、また、両選手とも
に身長が190㎝ということもあり、壁画上部にあ
るボールの絵にも楽々手が届いていました！お二
人の人柄や仲の良さが写真によく表れた、素敵な
作品になりました。

表紙撮影裏話

さいたまブロンコスの最新情報はこちらから
▲ 高さ約2.5mの場所も
 　楽々届く！

▲ 泉秀岳選手　▲ 波多智也選手

Twitter▶ Instagram▶ 公式YouTube▶

©BRONCOS20 CO., LTD.

Ｈhttps://broncos20.jp/



C H U O   2 0 2 1 . 6
3

さいたま新都心のけやきひろばで、フリースロー大会や
バスケレッスンを開催します。

埼玉県内や市内で活躍するプロバスケットボールチーム「埼玉ブロンコス」が、令和2年7月からさいたま市と所沢市を
ダブルホームタウンとして、チーム名も「さいたまブロンコス」と変更し、新体制で再出発しました。
中央区役所の庁舎東側にあるインスタ映えスポットには、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になることを記念して作成された壁画があります。「バスケットボール」と区の魅
力である「バラ」と「芸術」の融合です。
「さいたまブロンコス」の選手兼アシスタントコーチで、埼玉県出身の泉

いずみ

秀
しゅう

岳
がく

選手が壁画の完成を知り、同じく埼玉県出
身の波

は

多
た

智
とも

也
や

選手とインスタ映えスポットを見に来てくれました。今回の表紙は、両選手にご協力いただき、作品の一
部として参加してもらいました。また記念に、手形とサインをしてくれましたので、お近くにお寄りの際は、実際の手
形と自分の手を比べてみてください。みんなで地元のプロスポーツチームを応援しましょう！

地元プロバスケットボールチームを応援しよう　～新生！さいたまブロンコス～

日 時 7月3日㈯  低学年の部 10時～（受付9時30分）
高学年の部 11時30分～（受付11時）

会 場 与野体育館（下落合）
講 師 さいたまブロンコス選手、コーチ
対 象 区内在住又は在学の小学生
定 員 各部40人（応募多数の場合は抽選）
応募方法　 ６月18日㈮(必着)までに応募用紙を直接又はファクスで、はが

き又は電子メールの場合は「中央区バスケットボール教室」と
明記し、住所、氏名(ふりがな)、学校名・学年、電話番号、バ
スケットボール経験の有無を記入のうえ区コミュニティ課へ

※応募用紙は、区コミュニティ課で配布。区ホームページでダウンロード可。

申込み・問合せ　 〒338-8686　中央区下落合5－7－10
区コミュニティ課　Ｔ840・6020　Ｆ840・6161
Ｅ chuoku-community@city.saitama.lg.jp

問 合 せ 区コミュニティ課　　Ｔ840・6021　Ｆ840・6161

バスケットボール教室参加者募集！ SBL2020キッズバスケレッスン＆コート参加
無料

福祉に関する複合的な課題を抱えている方、相談先が分からずに困っている方などを対象に、制度やサービスを紹介するほか、適
切な部署や関係機関へご案内する、福祉丸ごと相談センターを6月1日から設置します。
相談場所　区福祉課内 　　受付時間　９時～16時30分　※土・日曜日、祝休日、年末年始を除く
問合せ　福祉丸ごと相談センター（区福祉課内）　Ｔ840・6051　Ｆ840・6165

福祉丸ごと相談センターをご利用ください

日 時 6月19日㈯
①12時～ ②14時～　各50分

会　場 けやきひろば(新都心)
対　象 4歳～小学生　　定　員　各回20人（先着順）
費　用 一部有料　バスケットレッスン参加費　500円/人
申込み 6月1日㈫15時から直接、電話又はファクスで事務局へ

（電話申込優先）
問合せ さいたまバスケットボールレガシー2020プロジェクト

実行委員会事務局（ディーナゲッツ愛知）
担当：櫻井　Ｔ・Ｆ0586・71・0004
さいたまアリーナ　Ｔ601・1122　Ｆ601・1120
区コミュニティ課　Ｔ840･6021　Ｆ840･6161

撮影中は終始明るい雰囲気で、また、両選手とも
に身長が190㎝ということもあり、壁画上部にあ
るボールの絵にも楽々手が届いていました！お二
人の人柄や仲の良さが写真によく表れた、素敵な
作品になりました。

表紙撮影裏話

さいたまブロンコスの最新情報はこちらから
▲ 高さ約2.5mの場所も
 　楽々届く！

▲ 泉秀岳選手　▲ 波多智也選手

Twitter▶ Instagram▶ 公式YouTube▶

©BRONCOS20 CO., LTD.

Ｈhttps://broncos20.jp/

※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。

パパといっしょにあそぼう
体操やふれあいあそびなど、パパと一緒に楽しみ
ましょう！ママ、おじいちゃん、おばあちゃんも
大歓迎です♪

●日　時	 ６月12日㈯ 11時～11時30分
●対　象　１歳～未就学児とその保護者
●定　員　８組（先着順）
●申込み　６月５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）

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）
　毎週㈪㈭㈯ 11時～11時15分
②親子であそぼう（０歳児）
　毎週㈫ 10時30分～10時45分
※雨天中止
※全て保護者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）

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	 ６月23日㈬
 10時30分～11時20分
●対　象	 未就学児とその保護者
●持ち物	 歯ブラシ、ハンドタオル
●申込み	 ６月16日㈬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 ６/７㈪・14㈪・21㈪ 10:00～11:30
与野公園 ６/14㈪・28㈪ 14:00～15:30
大戸公園 ６/16㈬ 10:30～12:00
八王子公園 ６/11㈮ 10:00～11:30
鈴谷公民館 多目的ホール ６/18㈮ 10:00～11:30
保健所前公園 ６/４㈮ 10:00～11:30

参加
無料

災害に役立つ大きな力を養う「さいたま市中央少年消防団」の
団員を募集しています。

規律訓練…「気を付け」「敬礼」など、メリハリのある
行動を学びます。

救急訓練…心肺蘇生法、AED
の使い方や応急手
当を学びます。

対　象　区内在住で小学４年生～高校３年生の方
費　用　無料
申込み　入団申込書を直接、中央消防署へ 
※申込書は、市ホームページでダウンロードもできます。
問合せ　中央消防署管理指導課
 Ｔ852・9119　Ｆ857・8473

さいたま市中央少年消防団
団員募集！

こんにちはこんにちは
です区区長長

　与野本町小学校複合施設「いーよの」の中にある与野郷土資料館が開館して１周年を迎えます。
　中央区を南北に貫く本町通りの周辺は鎌倉時代から栄えて、室町時代には毎月４と９のつく日
に六
ろく
斎
さい
市
いち
と呼ばれる市が定期的に開かれるようになりました。この六斎市では、穀物、茶、荒物な

どが売買され、荒川の舟運を利用して江戸との交易が活発に行われていました。こうした当時の
様子をしのばせる昭和30年代の蔵造りの街並みの様子が、ジオラマなどでよみがえり、与野郷土
資料館の展示室で見ることができます。
　また、その他にも中央区の旧石器時代から近現代までの歴史を楽しく学ぶことができます。
　ぜひ、与野郷土資料館を訪れていただき中央区の魅力を再発見してみてください。

木々の緑や色とりどりのアジサイが目を楽しませてくれる季
節となりました。区民の皆様はいかがお過ごしでしょうか。 中央区長　近藤裕司

随時
募集

活
動
の
一
例

▲与野郷土資料館にて

※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。


