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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

原付バイク 区の花オリジナルナンバープレート区の花オリジナルナンバープレートの交付をの交付を
 開始します 開始します

　11月9日㈬、さいたま市自治
会活動功労者表彰式が開催
され、中央区から3人の自治会
長が表彰されました。
加藤得二氏（下町自治会）、
小杉茂氏（上落合第3自治会）、
黒羽一雄氏（向原自治会）
　おめでとうございます。

加藤得二氏（右上）、小杉茂氏（左から3番目）、
黒羽一雄氏（左から4番目）

●与●与●与●●●● 野七福神パレード実行委員員員会会会会会会

  ■さいたま市自治会活動功労者表彰 あなたも 自治会・町内会に
　　加入しましょう

　自治会・町内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

ぼく

行事など、さまざまな活動を行っています。
　自治会では皆さまの加入をお待ちしていま
す。お近くの自治会・町内会役員にお申し出くだ
さい。
問合せ　区コミュニティ課
 840･6021　 840･6161

　縁起の良い一年を　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

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

日　時

1月3日（火） 11時30分～
福禄寿（氷川神社 中央区本町東）スタート 
問合せ
与野七福神パレード実行委員会（吉野）

853･3675　 858･4795

開始日時 1月11日（水）　8時30分～
交付場所 原付バイクの定置場のある区の課税課
標識番号  各排気量ともに「さ」の1番から連番
 ※希望番号での交付はできません。
 ※受付開始時点で交付希望者が多数の場合、抽せんを行い、抽せん結果順に、排気量

ごとの連番にて番号を確定します。（抽せんで登録できるのは一人1台限りです。）
必要書類   【新規】 印鑑、販売証明書（譲渡のときは、譲渡証明書と廃車申告受付書）
 【交換】 印鑑、標識交付証明書、旧ナンバープレート
 ※手続時には届出者の本人確認書類（運転免許証等）を提示してください。

●旧ナンバープレートから無料で交換できます。
●今後はオリジナルナンバープレートのみの交付となります。

問  合  せ  区課税課　 840・6040　 840・6164

与野与野七七福福神神行行列列

ナンバープレートの色は
白色（50cc以下）
黄色（50cc超～90cc以下）
桃色（90cc超～125cc以下）が
あります。
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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
　区民の皆様、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
皆様にご協力をいただき、心から感謝
申し上げます。本年も職員一丸となり、
区民サービスの向上に努めてまいりま
すので、よろしくお願いいたします。
●七福招来
　中央区の正月の恒例行事、「与野七福神パレード」が3日に開催
されます。七つの難を取り除き、七つの福を与えてくれるという
「七福神」が、宝銭を授けながら、本町通り周辺の七つの寺社を練
り歩きます。
　七福神巡りはお正月限定の行事ではありませんが、やはり、元
旦から七草までの期間に参拝すると霊験あらたかだといわれて
おり、各寺社では御朱印も集められます。
　約2時間半ほどで一周できますので、チャレンジしてみてはい
かがでしょうか。
●新成人の皆さんへ
　9日は成人の日。中央区内では824人、市全体では12,339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。 中央区長　野原　勇

開設日時 1月29日㈰　9時～17時
  ※区役所の一部業務を取り扱います。
問合せ 開設に関すること
  区総務課　 840・6013　 840・6160
  取り扱い業務に関すること　各担当課へ

日曜納税窓口も同時に実施しています
※取り扱い業務は①市税②国民健康保険税の納付と
納税相談です。
問合せ
①区収納課　　　 840・6042  840・6164
②区保険年金課　 840・6073  840・6168

最終日曜日区役所の窓口を最終日曜日区役所の窓口を
臨時開設します臨時開設します

●取得できるもの
　住民票、印鑑証明書 など
●利用時間
　月～金曜日…8：30～21：00
　土・日曜日、祝・休日…8：30～19：00
　（年末年始はご利用できません）
●取得に必要なもの 
　暗証番号を登録した「さいたま市民カード」
　※証明書の発行には手数料がかかります。

問合せ　区区民課　 840・6034　 854・3462

自動交付機をご利用ください自動交付機をご利用ください 区民会議からのお知らせ

　区民会議は当日先着10人まで傍聴できます。関心のある方は、
ぜひ一度足を運んでみて下さい。
日　時 1月25日㈬  10時～
会　場 中央区役所3階
 301会議室
問合せ 区コミュニティ課
 840･6020
 840･6161

※2月4日(土)は
　区役所の電気設備
法定点検作業に伴
い、自動交付機は
使用できません。

第5回中央区区民会議

　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。
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・市民税合同事務所
　　　　 646･3131　 646･3158

会　場 期　日 受付時間

中央区役所
 3階 大会議室

2月16日㈭～3月15日㈭
（土・日曜日と2月21日㈫～23日㈭は除く）
※2月19日・26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21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22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23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
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