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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

　シルバーシェフクッキングスクール
ヘルシー料理

●与野地区社会福祉協議会

日　時…2月16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）
 調理室
対象・定員…区内在住60歳以上の男性・25人（先着順）
費　用…300円
申込み・問合せ…2月8日㈬までに、電話又はファクスで
与野地区社会福祉協議会へ 　 ・ 859・5881

▲小松田 茂 ▲星 和代

二胡演奏家
程　農化

入場
無料

入場
無料

季節の訪れを告げるロビーミニコンサート。
今回は、中国民族楽器「二胡」の演奏をお届けします。
優しくて、心地よい二胡の音色をお楽しみください。

　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8組が参加します。　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8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とゲストの素敵な共演をお楽しみください。「彩の国さいたま芸術劇場」で区民アーティストとゲストの素敵な共演をお楽しみください。

「二胡の調べ」「二胡の調べ」　～こころの響き～　～こころの響き～

平成23年度 第4回

日　時 2月21日(火)　12時15分～13時
会　場 中央区役所　1階ロビー
出　演 程

てい

　農
のう か

化（二胡）
曲　目 蘇州夜曲、夜来香、競馬　ほか
問合せ 区コミュニティ課　 840･6020　 840･6161

日　時 2月19日（日）　13時～（13時30分開演）
会　場 彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）音楽ホール
ゲスト 小松田 茂（声楽）、星 和代（ピアノ）

　在宅療養中の方や退院を予定されている方に
対して、訪問看護、往診医、リハビリテーション
等についての利用相談に電話でお答えするコー
ルセンターを埼玉県委託事業として開設してい
ます。

日　時 月～金曜日（祝日を除く）
 9時～12時、13時～16時
コールセンター
 762・8539  762・8523
問合せ 介護保険課  829・1264  829・1981

「埼玉訪問看護相談センター」を
ご利用ください

問合せ バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会　加藤 ・ 833・8909
 区コミュニティ課 840・6020　 840・6161

相談
無料
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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
　4日は、春の始まりの日、
「立春」です。かすかに春の
気配も感じられるようにな
りましたが、まだまだ寒い
日が続いております。風邪
をひかれぬよう、体調を崩
されぬよう十分お気を付けください。

●「アートフェスタ」のフィナーレ
　昨年の10月1日は「蔵のまちコンサート」、12月10日の「LOVE 
& PEACEコンサート」、17日の「キャンドル・アート・ナイト」と
回を重ねてきた、『バラのまち中央区アートフェスタ』。
　今年度のフィナーレを飾る「区民コンサート」が、新装された
彩の国さいたま芸術劇場・音楽ホールで、19日に開催されます。
　区民会議の提案から生まれ、区民アーティストが多数出演す
る、あたたかいステージをご堪

たんのう

能ください。

●税の申告にご協力を
　皆さんから納めていただく税金は、日常生活を維持するため
のさまざまな行政サービスに使われております。
　16日から始まる、市民税・県民税の申告にご協力をお願いい
たします。19日と26日の日曜日も申告受け付けを行いますので、
普段休みをとれない方は、この日をご利用ください。また、郵
送でも申告できますので、ぜひご利用いただきたいと思います。

 中央区長　野原　勇

開設日時 2月26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

　家庭児童相談室では児童に関する様々なご相談に応じて
います。秘密は厳守しますのでお気軽にご利用ください。
なお、電話でも受け付けています。 

日　時 月～金曜日（祝日を除く）
 9時～17時
場　所 区支援課内
問合せ 区支援課 840･6063
  840･6166

家庭児童相談のご案内家庭児童相談のご案内

○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。
○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4～5ページ（全市版）をご覧ください。

大戸公民館
（中央区大戸）

2/21
（火）

上落合公民館
（中央区上落合）

2/22
（水）

西与野コミュニティホール
（中央区桜丘）

2/23
（木）

問合せ　課税課 市民税合同事務所　 646･3131　 646･3158

出張申告受付会場
各日とも

9時30分～16時

受付期間 2月16日㈭～3月15日㈭の月～金曜日
 ※ただし、2月19日㈰・26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
 なお、2月21日㈫～23日㈭は下記の会場で行います｡
 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。

市民税・県民税の申告を受け付けます 

与
野
中
央
通
り

※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、会場がさいたまスーパーアリーナ1階展示ホールに変更になります。
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