市報

さいたま

CONTENTS

主な内容

特集

税の申告をお忘れなく
市民税・県民税
確定申告と納税ー所得税

色鮮やかに咲く洋らん（園芸植物園）

2009

2

vol.94
2009年
（平成21年）
2月1日発行
毎月1日発行

西区版
毎月、
「区版」
のコーナーで、
お住まいの区の情報を
お知らせしています。

とぴっくす
・4月の保育園入園の追加申請を受け付けています ……………………………６
・企業紹介〜株式会社ベルニクス〜………………………………………………８
・さいたま観光大使を紹介します〜金子友紀さん〜……………………………９
・2月は省エネルギー月間です ……………………………………………………10
・休日急患診療所が移転します……………………………………………………13
・パブリック･コメント制度 ご意見をお寄せください …………………………16
・レクリエーション農園の利用者を募集します…………………………………17
さいたマガジン…………………………………………………………………………18
BREEZE・寄付 …………………………………………………………………………19
相談………………………………………………………………………………………20
情報オアシス（31ページからお読みください）
〜各種イベント、講座、スポーツ教室などのお知らせ〜………………………31
各区からのお知らせ…………………………………………………………区版❶〜❺

発行：さいたま市 編集：広報課 〒330 9588 浦和区常盤6 4 4
さいたまコールセンター
（8時〜21時、年中無休）
ｌ048・835・3156 ｊ048・827・8656

左の二次元コードを対応
機種の携帯電話で読み取
ると、市のホームページ
にアクセスできます。

市報

さいたま

CONTENTS

主な内容

特集

税の申告をお忘れなく
市民税・県民税
確定申告と納税ー所得税

色鮮やかに咲く洋らん（園芸植物園）

2009

2

vol.94
2009年
（平成21年）
2月1日発行
毎月1日発行

北区版
毎月、
「区版」
のコーナーで、
お住まいの区の情報を
お知らせしています。

とぴっくす
・4月の保育園入園の追加申請を受け付けています ……………………………６
・企業紹介〜株式会社ベルニクス〜………………………………………………８
・さいたま観光大使を紹介します〜金子友紀さん〜……………………………９
・2月は省エネルギー月間です ……………………………………………………10
・休日急患診療所が移転します……………………………………………………13
・パブリック･コメント制度 ご意見をお寄せください …………………………16
・レクリエーション農園の利用者を募集します…………………………………17
さいたマガジン…………………………………………………………………………18
BREEZE・寄付 …………………………………………………………………………19
相談………………………………………………………………………………………20
情報オアシス（31ページからお読みください）
〜各種イベント、講座、スポーツ教室などのお知らせ〜………………………31
各区からのお知らせ…………………………………………………………区版❶〜❺

発行：さいたま市 編集：広報課 〒330 9588 浦和区常盤6 4 4
さいたまコールセンター
（8時〜21時、年中無休）
ｌ048・835・3156 ｊ048・827・8656

左の二次元コードを対応
機種の携帯電話で読み取
ると、市のホームページ
にアクセスできます。

市報

さいたま

CONTENTS

主な内容

特集

税の申告をお忘れなく
市民税・県民税
確定申告と納税ー所得税

色鮮やかに咲く洋らん（園芸植物園）

2009

2

vol.94
2009年
（平成21年）
2月1日発行
毎月1日発行

大宮区版
毎月、
「区版」
のコーナーで、
お住まいの区の情報を
お知らせしています。

とぴっくす
・4月の保育園入園の追加申請を受け付けています ……………………………６
・企業紹介〜株式会社ベルニクス〜………………………………………………８
・さいたま観光大使を紹介します〜金子友紀さん〜……………………………９
・2月は省エネルギー月間です ……………………………………………………10
・休日急患診療所が移転します……………………………………………………13
・パブリック･コメント制度 ご意見をお寄せください …………………………16
・レクリエーション農園の利用者を募集します…………………………………17
さいたマガジン…………………………………………………………………………18
BREEZE・寄付 …………………………………………………………………………19
相談………………………………………………………………………………………20
情報オアシス（31ページからお読みください）
〜各種イベント、講座、スポーツ教室などのお知らせ〜………………………31
各区からのお知らせ…………………………………………………………区版❶〜❺

発行：さいたま市 編集：広報課 〒330 9588 浦和区常盤6 4 4
さいたまコールセンター
（8時〜21時、年中無休）
ｌ048・835・3156 ｊ048・827・8656

左の二次元コードを対応
機種の携帯電話で読み取
ると、市のホームページ
にアクセスできます。

市報

さいたま

CONTENTS

主な内容

特集

税の申告をお忘れなく
市民税・県民税
確定申告と納税ー所得税

色鮮やかに咲く洋らん（園芸植物園）

2009

2

vol.94
2009年
（平成21年）
2月1日発行
毎月1日発行

見沼区版
毎月、
「区版」
のコーナーで、
お住まいの区の情報を
お知らせしています。

とぴっくす
・4月の保育園入園の追加申請を受け付けています ……………………………６
・企業紹介〜株式会社ベルニクス〜………………………………………………８
・さいたま観光大使を紹介します〜金子友紀さん〜……………………………９
・2月は省エネルギー月間です ……………………………………………………10
・休日急患診療所が移転します……………………………………………………13
・パブリック･コメント制度 ご意見をお寄せください …………………………16
・レクリエーション農園の利用者を募集します…………………………………17
さいたマガジン…………………………………………………………………………18
BREEZE・寄付 …………………………………………………………………………19
相談………………………………………………………………………………………20
情報オアシス（31ページからお読みください）
〜各種イベント、講座、スポーツ教室などのお知らせ〜………………………31
各区からのお知らせ…………………………………………………………区版❶〜❺

発行：さいたま市 編集：広報課 〒330 9588 浦和区常盤6 4 4
さいたまコールセンター
（8時〜21時、年中無休）
ｌ048・835・3156 ｊ048・827・8656

左の二次元コードを対応
機種の携帯電話で読み取
ると、市のホームページ
にアクセスできます。

市報

さいたま

CONTENTS

主な内容

特集

税の申告をお忘れなく
市民税・県民税
確定申告と納税ー所得税

色鮮やかに咲く洋らん（園芸植物園）

2009

2

vol.94
2009年
（平成21年）
2月1日発行
毎月1日発行

中央区版
毎月、
「区版」
のコーナーで、
お住まいの区の情報を
お知らせしています。

とぴっくす
・4月の保育園入園の追加申請を受け付けています ……………………………６
・企業紹介〜株式会社ベルニクス〜………………………………………………８
・さいたま観光大使を紹介します〜金子友紀さん〜……………………………９
・2月は省エネルギー月間です ……………………………………………………10
・休日急患診療所が移転します……………………………………………………13
・パブリック･コメント制度 ご意見をお寄せください …………………………16
・レクリエーション農園の利用者を募集します…………………………………17
さいたマガジン…………………………………………………………………………18
BREEZE・寄付 …………………………………………………………………………19
相談………………………………………………………………………………………20
情報オアシス（31ページからお読みください）
〜各種イベント、講座、スポーツ教室などのお知らせ〜………………………31
各区からのお知らせ…………………………………………………………区版❶〜❺

発行：さいたま市 編集：広報課 〒330 9588 浦和区常盤6 4 4
さいたまコールセンター
（8時〜21時、年中無休）
ｌ048・835・3156 ｊ048・827・8656

左の二次元コードを対応
機種の携帯電話で読み取
ると、市のホームページ
にアクセスできます。

市報

さいたま

CONTENTS

主な内容

特集

税の申告をお忘れなく
市民税・県民税
確定申告と納税ー所得税

色鮮やかに咲く洋らん（園芸植物園）

2009

2

vol.94
2009年
（平成21年）
2月1日発行
毎月1日発行

桜区版
毎月、
「区版」
のコーナーで、
お住まいの区の情報を
お知らせしています。

とぴっくす
・4月の保育園入園の追加申請を受け付けています ……………………………６
・企業紹介〜株式会社ベルニクス〜………………………………………………８
・さいたま観光大使を紹介します〜金子友紀さん〜……………………………９
・2月は省エネルギー月間です ……………………………………………………10
・休日急患診療所が移転します……………………………………………………13
・パブリック･コメント制度 ご意見をお寄せください …………………………16
・レクリエーション農園の利用者を募集します…………………………………17
さいたマガジン…………………………………………………………………………18
BREEZE・寄付 …………………………………………………………………………19
相談………………………………………………………………………………………20
情報オアシス（31ページからお読みください）
〜各種イベント、講座、スポーツ教室などのお知らせ〜………………………31
各区からのお知らせ…………………………………………………………区版❶〜❺

発行：さいたま市 編集：広報課 〒330 9588 浦和区常盤6 4 4
さいたまコールセンター
（8時〜21時、年中無休）
ｌ048・835・3156 ｊ048・827・8656

左の二次元コードを対応
機種の携帯電話で読み取
ると、市のホームページ
にアクセスできます。

市報

さいたま

CONTENTS

主な内容

特集

税の申告をお忘れなく
市民税・県民税
確定申告と納税ー所得税

色鮮やかに咲く洋らん（園芸植物園）

2009

2

vol.94
2009年
（平成21年）
2月1日発行
毎月1日発行

浦和区版
毎月、
「区版」
のコーナーで、
お住まいの区の情報を
お知らせしています。

とぴっくす
・4月の保育園入園の追加申請を受け付けています ……………………………６
・企業紹介〜株式会社ベルニクス〜………………………………………………８
・さいたま観光大使を紹介します〜金子友紀さん〜……………………………９
・2月は省エネルギー月間です ……………………………………………………10
・休日急患診療所が移転します……………………………………………………13
・パブリック･コメント制度 ご意見をお寄せください …………………………16
・レクリエーション農園の利用者を募集します…………………………………17
さいたマガジン…………………………………………………………………………18
BREEZE・寄付 …………………………………………………………………………19
相談………………………………………………………………………………………20
情報オアシス（31ページからお読みください）
〜各種イベント、講座、スポーツ教室などのお知らせ〜………………………31
各区からのお知らせ…………………………………………………………区版❶〜❺

発行：さいたま市 編集：広報課 〒330 9588 浦和区常盤6 4 4
さいたまコールセンター
（8時〜21時、年中無休）
ｌ048・835・3156 ｊ048・827・8656

左の二次元コードを対応
機種の携帯電話で読み取
ると、市のホームページ
にアクセスできます。

市報

さいたま

CONTENTS

主な内容

特集

税の申告をお忘れなく
市民税・県民税
確定申告と納税ー所得税

色鮮やかに咲く洋らん（園芸植物園）

2009

2

vol.94
2009年
（平成21年）
2月1日発行
毎月1日発行

南区版
毎月、
「区版」
のコーナーで、
お住まいの区の情報を
お知らせしています。

とぴっくす
・4月の保育園入園の追加申請を受け付けています ……………………………６
・企業紹介〜株式会社ベルニクス〜………………………………………………８
・さいたま観光大使を紹介します〜金子友紀さん〜……………………………９
・2月は省エネルギー月間です ……………………………………………………10
・休日急患診療所が移転します……………………………………………………13
・パブリック･コメント制度 ご意見をお寄せください …………………………16
・レクリエーション農園の利用者を募集します…………………………………17
さいたマガジン…………………………………………………………………………18
BREEZE・寄付 …………………………………………………………………………19
相談………………………………………………………………………………………20
情報オアシス（31ページからお読みください）
〜各種イベント、講座、スポーツ教室などのお知らせ〜………………………31
各区からのお知らせ…………………………………………………………区版❶〜❺

発行：さいたま市 編集：広報課 〒330 9588 浦和区常盤6 4 4
さいたまコールセンター
（8時〜21時、年中無休）
ｌ048・835・3156 ｊ048・827・8656

左の二次元コードを対応
機種の携帯電話で読み取
ると、市のホームページ
にアクセスできます。

市報

さいたま

CONTENTS

主な内容

特集

税の申告をお忘れなく
市民税・県民税
確定申告と納税ー所得税

色鮮やかに咲く洋らん（園芸植物園）

2009

2

vol.94
2009年
（平成21年）
2月1日発行
毎月1日発行

緑区版
毎月、
「区版」
のコーナーで、
お住まいの区の情報を
お知らせしています。

とぴっくす
・4月の保育園入園の追加申請を受け付けています ……………………………６
・企業紹介〜株式会社ベルニクス〜………………………………………………８
・さいたま観光大使を紹介します〜金子友紀さん〜……………………………９
・2月は省エネルギー月間です ……………………………………………………10
・休日急患診療所が移転します……………………………………………………13
・パブリック･コメント制度 ご意見をお寄せください …………………………16
・レクリエーション農園の利用者を募集します…………………………………17
さいたマガジン…………………………………………………………………………18
BREEZE・寄付 …………………………………………………………………………19
相談………………………………………………………………………………………20
情報オアシス（31ページからお読みください）
〜各種イベント、講座、スポーツ教室などのお知らせ〜………………………31
各区からのお知らせ…………………………………………………………区版❶〜❺

発行：さいたま市 編集：広報課 〒330 9588 浦和区常盤6 4 4
さいたまコールセンター
（8時〜21時、年中無休）
ｌ048・835・3156 ｊ048・827・8656

左の二次元コードを対応
機種の携帯電話で読み取
ると、市のホームページ
にアクセスできます。

市報

さいたま

CONTENTS

主な内容

特集

税の申告をお忘れなく
市民税・県民税
確定申告と納税ー所得税

色鮮やかに咲く洋らん（園芸植物園）

2009

2

vol.94
2009年
（平成21年）
2月1日発行
毎月1日発行

岩槻区版
毎月、
「区版」
のコーナーで、
お住まいの区の情報を
お知らせしています。

とぴっくす
・4月の保育園入園の追加申請を受け付けています ……………………………６
・企業紹介〜株式会社ベルニクス〜………………………………………………８
・さいたま観光大使を紹介します〜金子友紀さん〜……………………………９
・2月は省エネルギー月間です ……………………………………………………10
・休日急患診療所が移転します……………………………………………………13
・パブリック･コメント制度 ご意見をお寄せください …………………………16
・レクリエーション農園の利用者を募集します…………………………………17
さいたマガジン…………………………………………………………………………18
BREEZE・寄付 …………………………………………………………………………19
相談………………………………………………………………………………………20
情報オアシス（31ページからお読みください）
〜各種イベント、講座、スポーツ教室などのお知らせ〜………………………31
各区からのお知らせ…………………………………………………………区版❶〜❺

発行：さいたま市 編集：広報課 〒330 9588 浦和区常盤6 4 4
さいたまコールセンター
（8時〜21時、年中無休）
ｌ048・835・3156 ｊ048・827・8656

左の二次元コードを対応
機種の携帯電話で読み取
ると、市のホームページ
にアクセスできます。

