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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

今月の今月の日曜納税窓口日曜納税窓口

自治会に加入しましょう

意外に知られていない駐車許可

　自治会は皆さんの地域を明るく住みよいまちにする
ため、防犯・防災・環境美化活動や親睦行事など、さま
ざまな活動を行っています。
　自治会では皆さんの加入をお待ちしています。お近
くの自治会役員にお申し出ください。

　引越、故障車両等社会生活上やむを得ない理由で車
を駐車する場合、その場所を所轄する警察署長から駐
車許可が受けられます。
※駐停車禁止場所、法定駐車禁止場所は許可を受けら
れません。又、交番では受付出来ません。
　また、故障車両等緊急やむを得ない場合には、口頭・
電話により駐車許可を受けられる場合があります。
　申請に必要なもの　
　駐車許可申請書（2通）、駐車場所の見取図、自動車
検査証の写し、運転免許証の写し

問合せ　区コミュニティ課  840･6021  840･6161

問合せ 浦和西警察署交通課　　　　 854・0110
 埼玉県警察本部交通規制課　 832・0110 

  第14回 フリマ北与野
日　時…4月29日㈷ 10時～15時 ※雨天中止
会　場…北与野駅西側「時の道」(中央区上落合)

主　催…北与野・八幡通り商店「フリマ北与野」実行委員会 
問合せ…さいたま中央電気  菅谷　 855･6111

●与野商店会連合会（北与野・八幡通り商店会）

無　
　料

平成25年度 平成25年度 中央区まちづくり推進事業予算中央区まちづくり推進事業予算

問合せ　区総務課　 840･6013　 840･6160

●まちづくり基本経費●
302万5千円

　区民会議運営、市民活動ネット
ワーク支援や区長マニフェスト作
成など区民参加を進めるための予
算です。

まちづくり推進事業予算は、区の特徴を活かした魅力あるまちづくりを進めるための予算です。
この予算は「まちづくり基本経費」「まちづくり事業経費」「区民満足度アップ経費」から成り立っており、内訳は次のとおりです。

総額 1億5,076万8千円
●区民満足度アップ経費●
1億1,504万6千円

　道路・下水道の緊急修繕や街路
灯・カーブミラーの修繕など区民
の要望等に即時対応するための予
算です。

●まちづくり事業経費●
3,269万7千円

　JR与野本町駅から彩の国さいたま
芸術劇場に至る経路に出演者の手形
レリーフを設置することや区民まつり
の支援などの魅力あるまちづくりを
進めるための予算です。

取り扱い業務は、市税と国民健康保険税の納付と納付相談
です。
日　　時 4月28日㈰　9時～15時
会場・問合せ ●市税（区役所2階 収納課）
 　 840･6042　 840･6164
 ●国民健康保険税（区役所1階 保険年金課）
 　 840･6073　 840･6168
※他の区役所収納課・保険年金課でも開設しています。

引越シーズン到来
!
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与野本町児童センター（中央区本町東）

※さいたま市社会福祉事業団のホームページ（http//www.saicity-j.or.jp）もご覧ください。

「ランチタイム」
児
童
セ
ン
タ
ー
の
お
知
ら
せ

日時… 毎日  12時～13時
内容… 2階集会室で持参した
 お弁当が食べられます 
持ち物… レジャーシート
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」

日時… 毎週木曜日 10時30分～11時
内容… ふれあいあそびと
 保護者同士の仲間づくり など
対象… 4か月～10か月程度の乳児と
 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… ①0歳 4/5～毎週㈮   11時～11時30分        
 ②1歳 4/11～毎週㈭ 11時～11時30分
 ③2歳 4/17～毎月第2・4㈬
           10時30分～11時15分
内容… 親子のふれあいあそび、情報交換
対象… 0～2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」

無　
　料

「健康・介護予防」講座「健康・介護予防」講座
日　時 4月13日㈯ 
 14時～15時30分
会　場 埼玉精神神経センター（中央区本町東）
 本館7階シナプス
内　容 「精神疾患をもつ当事者が語る」
申込み・問合せ
4月4日㈭の9時から、電話
又はファクスで、氏名・電
話番号・人数を、地域包括
支援センターナーシング
ヴィラ与野へ
859・5375
857・8532

問合せ
区高齢介護課
840・6067
840・6167

集合狂犬病予防注射を
実施します

注意事項
※事故を防止するため、必ず犬を押さえられる方がお連れください。
※当日が雨天の場合は、午前会場は9時に、午後会場は12時に実施
の有無を決定しますので、区くらし応援室へお問い合わせください
（実施決定後でも天候の悪化などにより中止する場合があります。）
料　金
 新　規  6,300円
　　　　（内訳） 登録手数料 3,000円
  予防注射料金 2,750円
  注射済票交付手数料 550円
 登録済（注射のみ） 3,300円
問合せ 区くらし応援室　 840･6027　 840･6162

　運動遊具を使って、市内在住のおおむね60歳以上の
方の健康づくりを  お手伝いしています。お気軽にお越し
ください。

※祝日にあたる場合は翌日開催・7･8･1月は休み
　上記のほか、自主グループによる教室も行っています。
※5人以上の参加者がいる場合には、出張指導も受け
付けています。

月 日 曜日 時   間 会   場 所在地

4
月

5 金 午前 10時～11時30分 上落合公園(昨年は、上落合公民館で実施)
上落合4-11

9 火 午後 13時30分～15時 与野中央公園 新中里4-7 

13 土 午後 13時30分～15時 中央区役所駐車場 下落合5-7-10 

16 火 午後 13時30分～15時 八王子浅間神社 八王子1-7-11 

うんどう教室に参加しませんか

与野中央公園
(中央区新中里) 毎月第2月曜日 10時30分～12時

与野公園
(中央区本町西) 毎月第2月曜日 14時～15時30分

大戸公園
(中央区大戸) 毎月第3水曜日 10時30分～12時

　最近、家庭ごみについての苦情
や相談が数多く寄せられていま
す。「家庭ごみの出し方マニュアル
（保存版）」をご確認いただき、適
正な生活ごみの排出にご協力をお
願いします。ゴミの出し方等につ
いてお困りの場合は、お気軽にお
問い合わせください。
問合せ…西清掃事務所 623･3899　 622･9144
　　　　区くらし応援室 840･6027　 840･6162

家庭ごみの出し方について
再確認しましょう再確認しましょう

てて

　平成25年度中央区内の集合狂犬病予防注射は次のとお
りです。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ([')
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


