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中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会

　中央区役所を主会場として市民税・県民税の
申告受付を行います。
　ほかの会場で行う日もありますので、各会場の
受け付け日時にご注意ください。
●各会場は駐車場が少ないため、お車でのご来
場はご遠慮ください。
●所得税の確定申告については、浦和税務署
（浦和区常盤　 833･2651）にお問い合わせ
ください。

問合せ　区課税課
　　　　 840・6040　 840・6164

会　場 期　日 受付時間

中央区役所
 3階 大会議室

2月18日㈪～3月15日㈮
（土・日曜日と2月26日㈫～28日㈭は除く）
※2月24日・3月3日の日曜日は行います。

8：30～
16：00

大戸公民館
 （中央区大戸）

2月26日㈫
※当日、区役所では受け付けておりません。

9：30～
  16：00

上落合公民館
 （中央区上落合）

2月27日㈬
※当日、区役所では受け付けておりません。

西与野コミュニティ
ホール （中央区桜丘）

2月28日㈭
※当日、区役所では受け付けておりません。

市民税・県民税の申告を受け付けます

●与野七福神パレード実行委員会

　お　お囃囃
はや し はや し 

子子の音とともに縁起の良い一年をの音とともに縁起の良い一年を
祈祈
 き ねん き  ねん

念念し、七福神にし、七福神に扮扮
ふんふん

した市民が七つのした市民が七つの
神社や寺院をパレードします。神社や寺院をパレードします。

1月3日（木）11時30分～
福禄寿（氷川神社 中央区本町東）スタート
※雨天中止※雨天中止

与野与野七福神七福神行列行列

　11月6日㈫、さいたま市自治会活動功労者表彰式を開催しました。
　中央区から、岡部英昭会長（パークシティ大宮自治会）、
豊田勉会長（パークシティさいたま自治会）が表彰されました。
　おめでとうございます。

岡部英昭会長（中央）　豊田勉会長（右上）

  ■さいたま市自治会活動功労者表彰

問合せ
区コミュニティ課
840･6021
840･6161

●与野地区社会福祉協議会

日　時…2月8日㈮　10時～13時30分頃
会　場…与野本町コミュニティセンター
 （中央区本町東）
メニュー…里芋のコロッケ、ネギととろろの味噌汁、
 栗まんじゅう　※変更になる場合があります。
対象・定員… 区内在住で、60歳以上の男性・25人
  （応募多数の場合は抽せん、初めての方優先）
 　 ※結果は全員に通知します。
費　用…300円
申込み・問合せ…1月4日㈮から1月25日㈮までに、

電話又はファクスで住所・氏名・電話番号を
与野地区社会福祉協議会へ

 ・ 859・5881

問合せ
与野七福神パレード実行委員会
（吉野）
853･3675　 858･4795

シルバーシェフクッキングスクール参加者募集

無　
　料

「健康・介護予防」講座「健康・介護予防」講座

日　時 2月2日㈯ 
 14時～15時30分
会　場 特別養護老人ホーム
 ナーシングヴィラ与野
 1Fリハビリ室（中央区本町東）

内　容 楽しく実践！介護予防
講　師 特別養護老人ホーム
 ナーシングヴィラ与野理学療法士
 地域包括支援センター職員
問合せ 地域包括支援センター
 ナーシングヴィラ与野
 859・5375　 857・8532
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こんにちはこんにちは
です

にちはにちは 区区はは です区区区区区区区長長
　区民の皆さん、新年明けま
しておめでとうございます。
　旧年中は、区政推進にあた
り多くの方々のご協力をいた
だきました。心から感謝申し
上げます。
　本年4月には、政令指定都市
への移行により中央区役所が
開設され、10周年を迎えることになります。
　新しい年を迎え、新たな気持ちで、｢多様な地域資源をいかし、
魅力ある住んで良かったと思える中央区｣の実現に、職員一丸
となり努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

　さて、14日は成人の日。中央区内では866人、市全体では
12,474人の新成人が誕生します。未来を担う方々の新しい門
出を、市民こぞってお祝いしましょう。
　新成人の皆さんには、一人の大人として、自分の行動に責任
を持てるようになっていただくと共に、失敗を恐れず新しいこ
とに挑戦していただけたらと思います。

　ところで、今年は「へび」どし。へびは、弁天様のお使いとし
て知られていますが、その弁天様もメンバーの一員となってい
る、七福神を巡り歩くことは、江戸の昔から正月の楽しみだっ
たと言われています。
　今や中央区の冬の風物詩となった「与野七福神パレード」も、
3日に開催されます。一年の福を授かりに、お出かけになりま
せんか。 中央区長　野原 勇

さいたま新都心医療拠点
整備に関する説明会の開催

「絵手紙ボランティア」「絵手紙ボランティア」
養成講座養成講座

　さいたま新都心医療拠点整備の検討状況について、
地元説明会を下記のとおり開催します。

日　時 1月12日（土）　10時30分～
会　場 新都心ビジネス交流プラザ4階会議室
 （中央区上落合2-3-2）

問合せ 埼玉県新都心医療拠点企画室
 830・2407　 830・4710
 市企画調整課新都心整備対策室
 829・1041　 829・1985

日　時 第1回 2月6日㈬ 13時30分～15時30分
 第2回 ①2月13日㈬ 又は②2月20日㈬
  9時45分～11時40分
 第3回 2月27日㈬ 13時30分～15時30分
会　場 第1回・第3回 鈴谷公民館（中央区鈴谷）
 第2回  さいたま市みずき園（中央区大戸）
内　容 絵手紙ボランティアの活動内容体験
対　象 区内在住で、講座修了後「絵手紙ボランティ

ア」として活動することを希望する方
定　員 10人（応募多数の場合抽せん）
 ※結果は全員に通知します。
申込み・問合せ
1月4日㈮から1月21日㈪までに、
電話又はファクスで住所・氏名・電
話番号・第2回の参加希望日（①又
は②）をさいたま市社会福祉協議会
中央区事務所へ
854・3724
854・3511

11月17日（土）
LOVE&PEACEコンサート会場にて
出演者のみなさんと

与野本町児童センター （中央区本町東）

「この指とまれ」
児
童
セ
ン
タ
ー
の
お
知
ら
せ

日時… 1月18日㈮ 11時～11時40分
内容… 体操、手遊び、見る活動、
 季節の行事
対象… 4月から入園予定の3～5歳の
 子どもとその保護者
問合せ…与野本町児童センター
　　　　 855・5655  855・5669

大戸児童センター （中央区大戸）

「元気にたいそう」

日時… 毎週月・水・金曜日 
（1月2日㈬・14日㈷・30日㈬を除く）
 10時30分～11時
内容… 体操、手遊び、読み聞かせ
対象… 未就学児とその保護者
問合せ…大戸児童センター
  ・ 831・9536

向原児童センター （中央区下落合）

日時… 1月11日㈮・25日㈮
 11時～11時30分
内容… 親子のふれあい遊びや情報交換 
対象… 0歳児とその保護者
問合せ…向原児童センター
 　 ・ 834・6083

「親子であそぼう0歳児」
～お母さんのお友達づくりの

きっかけに！～

区民会議からのお知らせ

区民会議は当日10人まで傍聴できます。
関心がある方は是非一度足を運んでみてください。
日　時 1月23日㈬  10時～
会　場 中央区役所2階 多目的室
問合せ 区コミュニティ課
 840・6020　 840・6161
 中央区区民会議 検索  
 http://kuminkaigi.jp/

第11回中央区区民会議を開催します
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