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　区民の皆さんが創り、ともに楽しむ「区民コン
サート」今回は公募による12組が参加します。
　「彩の国さいたま芸術劇場」で区民アーティス
トの素敵な演奏やダンスをお楽しみください。
時　間 13時開場  13時30分開演
 （16時終演予定）
会　場 彩の国さいたま芸術劇場
 （中央区上峰）小ホール

▶彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）映像ホール<開場10時>
 10時30分～12時30分 麻生八咫による活弁ワークショップ&無声映画の上映
 14時～16時 ｢ゆめまち観音｣上映・監督講演 
▶与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）<開場9時30分>
 10時～11時 オリパパのトランペットコンサート
 11時～12時30分 ｢スタンド バイ ミー｣上映
 12時30分～13時30分 オリパパのトランペットコンサート
 13時30分～15時30分 ｢エデンの東｣上映
▶下落合公民館（中央区下落合）<開場9時30分>
 10時～12時30分 ｢最後の忠臣蔵｣上映
 13時30分～16時30分 ｢忠臣蔵｣上映
▶与野本町公民館（中央区本町西）<開場10時>
 10時30分～12時30分 ｢アリス イン ワンダーランド｣上映
 13時30分～15時30分 ｢チャーリーとチョコレート工場｣上映
▶与野図書館（中央区下落合）<開場11時>
 11時30分～12時30分 子ども向け映画上映
 13時30分～15時 紙芝居
▶総合案内所  与野本町駅前公園（中央区本町東）
 10時～15時 施設案内

総合問合せ
区コミュニティ課
840･6020　 840･6161

○各会場とも駐車場が少ないため、車での来場はご遠慮ください。
○なお、上記の3日間につきましては、中央区役所では申告を受け付けませんのでご注意ください。

大戸公民館
（中央区大戸）

2/26
（火）

上落合公民館
（中央区上落合）

2/27
（水）

西与野コミュニティホール
（中央区桜丘）

2/28
（木）

問合せ　課税課 市民税合同事務所　 646･3131　 646･3158

2012中央区アートにぎわい事業実行委員会主催 &バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会主催

出張申告受付会場
各日とも

9時30分～16時

受付期間 2月18日㈪～3月15日㈮の月～金曜日
 ※ただし、2月24日㈰・3月3日㈰は申告を受け付けます。
受付時間 8時30分～16時
会　　場 中央区役所  3階大会議室
 2月26日㈫～28日㈭は下記の会場で行います｡

市民税・県民税の申告を受け付けます 

与
野
中
央
通
り

※中央区以外の他区の会場でも申告受付できます。詳しくは、市報さいたま2～3ページ（全市版）をご覧ください。
※所得税の確定申告は浦和税務署（浦和区常盤）　 833･2651で受け付けます。
　なお2月14日㈭～3月15日㈮は、受付会場がさいたまスーパーアリーナ（中央区新都心）1階展示ホールに変更になります。

どちらも
入場無料だよ

映画フ
ェスタ&

区民コンサート共通のスタンプラリーもあるよ！映画フ
ェスタ&

区民コンサート共通のスタンプラリーもあるよ！
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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

中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会
　4日は「立

りっしゅん

春」。春の
始まりの日とされてい
ますが、この時期の
天気予報では、「春と
は名ばかり」というセ
リフがよく聞かれます。
でも、寒いからこそ、
暦で春を先取りしよ
うとする先人の気持
ちが、「立春」という言葉に表れているようにも思うのですが、い
かがでしょうか。
●中央区発の縁起物
　毎年2月10日、区内鈴谷にある妙

みょうぎょうじ

行寺境内の金
こん  ぴ  ら  どう

毘羅堂前で、だ
るま市

いち

が立ちます。もとは旧暦の1月10日に、この年一年の商売
繁盛を祈って神事が行われ、それにあわせてだるま市が開かれた
ものだそうです。
　かたわらには、樹齢千年とも言われ、国の天然記念物にも指定
されている、「与野の大かや」がそびえたっています。縁起物と巨
木の見物にお出かけください。
●税の申告受け付けが始まります
　皆さんから納めていただく税金は、安定した社会生活を維持す
るために必要とされる、さまざまな行政サービスに使われています。
　今月号でもお知らせしているように、18日から市民税・県民税の
申告受け付けが始まります。ご協力をお願いいたします。なお、
申告書は郵送でも提出できますので、ご利用いただきたいと思い
ます。 中央区長　野原 勇

　消防団は、本業を持ちながら
「自分たちのまちは自分たちで
守る」という精神に基づき、地
域の安心と安全を守るために活
躍しています。
　団員の年齢層は幅広く、会社
員・自営業者・学生・様々な人が
参加し消火活動、予防広報活動
及び応急手当の指導等を行っています。
入団資格 市内在住、在勤、在学の18歳以上の健康な方
問 合 せ 消防局 消防総務課 消防団係
 833・7163  833・7641

与野本町児童センター （中央区本町東）

「ソルトアート」児
童
セ
ン
タ
ー
の
お
知
ら
せ

日時… 2月22日㈮ 
 ①10時30分～11時30分
 ②15時30分～16時30分
内容… カラフルな色の塩を小ビンに入

れて飾る
対象… ①未就学児とその保護者・60歳

以上の方②小学生
持ち物…6cmくらいの小ビン
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）

「ハイハイサロン食育講座」

日時… 2月21日㈭ 
 10時40分～11時20分
内容… 栄養士による食育講話・
 相談
対象… 0歳児とその保護者
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… ①2月13日㈬・27日㈬
 　11時～11時30分 
 ②2月7日㈭・21日㈭
 　10時30分～11時30分
内容… 親子のふれあい遊び・体操・工作など 
対象… ①1歳児とその保護者
    ②2歳児以上とその保護者
問合せ…向原児童センター
 　 ・ 834・6083

「親子であそぼう」
～親子のスキンシップとお友達づくりに～

日　時…3月3日㈰　14時～
会　場…産業文化センター（中央区下落合）
内　容…①噛

か

んでダイエット
 ②子宮頸

けい

がんの予防
定　員…300人（事前申込み不要）
問合せ…与野浦高会　榎本
 090・5318・7340

日　時…3月2日㈯
 13時30分～15時30分
会　場…与野本町コミュニティセンター
 （中央区本町東）
内　容…「子どもの大きな可能性」
 ～チャンスが子どもを変える～
講　師…大阪矯正管区第三部長　大河内  徹氏
定　員…200人
問合せ…さいたま中央地区更生保護女性会　金澤　

854・6700

「くらしと健康」講座

子育て支援講演会

第58回 光の庭プロムナード・コンサート
～オルガンは踊る～

日時…2月23日（土）14時開演（14時40分終演予定）
会場…彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）1階 情報プラザ
出演…大塚直哉（オルガン）・市瀬陽子（バロックダンス）
曲目… J.P.リュリ：アルミードのパッサカリア、
　　　フォリアによる即興演奏　ほか
問合せ…彩の国さいたま芸術劇場  音楽担当
 858・5506　 858・5515

パイプオルガンとバロックダンスのコンサートをかつての
宮廷人のような優雅な気分になってお楽しみください。

入場
無料

入場
無料

入場
無料

12月15日（土）キャンドル・アート・ナイト
絵手紙を書いた区内小学生と
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