
2

防犯

区民の声を区政に反映させるため、各区に区民会議が設置されています。区民の声を区政に反映させるため、各区に区民会議が設置されています。
中央区区民会議は、公募や中央区コミュニティ協議会から選出された13中央区区民会議は、公募や中央区コミュニティ協議会から選出された13
人の委員で活発に活動しています。人の委員で活発に活動しています。
区民と行政をつなぐパイプ役として、区が定めたテーマや区の諸課題に区民と行政をつなぐパイプ役として、区が定めたテーマや区の諸課題に
ついて協議・提言をまとめていきます。　ついて協議・提言をまとめていきます。　

中央区区民会議は、区長から提示された「これからの区民まつり」「これからの区民まつり」などのテーマについて、などのテーマについて、
視察や協議を重ねています。視察や協議を重ねています。

昨年11月の中央区区民まつりにおいて、昨年11月の中央区区民まつりにおいて、
「みんなでつくる区民まつり」を目指してアンケートを実施しました。「みんなでつくる区民まつり」を目指してアンケートを実施しました。
2日間で395人の方から、もっと楽しい区民まつりにするための2日間で395人の方から、もっと楽しい区民まつりにするための
アイディアをいただくことができました。アイディアをいただくことができました。

「これからの区民まつり」の参考とするため、「これからの区民まつり」の参考とするため、
中央区と他区の区民まつりを視察しました。中央区と他区の区民まつりを視察しました。

区民会議の最新の活動状況を発信しています。区民会議の最新の活動状況を発信しています。
皆さんのご意見を掲示板「区民の声」に投稿し皆さんのご意見を掲示板「区民の声」に投稿し
てみませんか。てみませんか。

 中央区区民会議は傍聴できます中央区区民会議は傍聴できます
日　時　3月7日㈬　10時～
会　場　中央区役所3階301会議室
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ください。

　

次
回
開
催　
　

調調    

査査

視視    

察察

中央区区民会議

自治会・町内会に加入しましょう自治会・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。
自治会では皆さん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

問合せ　区コミュニティ課　 840・6020　 840・6161

 区民会議とは　  

 協議テーマ　  

 お知らせ　  
▶区民会議ホームページ「まちの種WEB版」
　　http://kuminkaigi.jp/　　http://kuminkaigi.jp/

第第5期活動中中
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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

今月の今月の日曜納税窓口日曜納税窓口

　消防団は、本業を持ちながら地域の安心と安全を守るため
に活躍しています。
　会社員、自営業者、学生など様 な々方が参加し消火活動
や予防広報活動等を行っていますので、興味のある方はお気
軽にお問い合わせください。
入団資格 市内在住、在学、在勤の18歳以上の健康な方
問 合 せ 消防総務課　 833・7163　 833・7641

　早いもので、東日本
大震災の発生から1年
が経とうとしています。
まだまだ被災地の復旧・
復興には時間がかかり
そうですが、1日も早
く、被災された方々の
生活が安定することを願うものです。
　この間、区民の皆さんには、義援金や支援物資、ボラン
ティアなど、様々なご支援をいただき心から感謝申し上げ
ます。
　ただ、鮮烈な記憶も時を経るごとに薄れがちとなります。
1年前に誰もが強く感じたであろう、人と人とのつながりの
大切さを、忘れないようにしたいものです。
　中央区としましても、安心・安全なまちづくりを、より一
層進めていきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

　さて、春は旅立ちの季節です。
　まず、15日には市立中学校、22日は市立小学校で、区内
の児童・生徒、合計約1,600人が晴れの卒業式を迎えます。
新たなスタートをお祝いするとともに、今後の末長いご活
躍を期待しております。
　また、就職や転勤などに伴う引越しが、年間で最も多い
時期となります。このため、左の記事にあるように、今月
下旬と4月当初に、転出入に伴う手続きの臨時窓口を開設い
たします。新天地でのご活躍をお祈りいたします。
 中央区長　野原　勇

　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。

※開催日が祝日にあたる場合は翌日開催（7・8・1月は休み）

問合せ
区高齢介護課
840･6067
840･6167

ううんんどどうう教教室室に参加しませんかに参加しませんか

日　時 会　場
毎月第2月曜日
10時30分～12時 与野中央公園 （中央区新中里）

毎月第2月曜日
14時～15時30分 与野公園 （中央区本町西）

毎月第3水曜日
10時30分～12時 大戸公園 （中央区大戸）

  ●第6回中央区民スポーツフェスタ
日　時…3月18日㈰ 9時30分～16時
会　場…与野体育館（中央区下落合）
内　容…ビーチボールバレー・ファミリーバドミントン・ミニテニス・
 ヨーガ教室・ボーリング・フリーバスケット・輪投げ・
 AED操作体験等 
対　象…区内在住・在学・在勤の方
申込み…当日、直接会場へ
問合せ…中央区スポーツ振興会事務局
 （与野スポーツ内 新井）　 853･3997

●中央区スポーツ振興会

無　
　料

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 3月25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。

申込み
不要

期　日 3月25日㈰・31日㈯、4月1日㈰・7日㈯
時　間 9時～15時
※区役所の一部業務を取り扱います。詳しくは市報さいたま
　11ページ（全市版）をご覧ください。
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

３月・４月に区役所の窓口を臨時開設します３月・４月に区役所の窓口を臨時開設します

あなたも消防団員に
なりませんか
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