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　11月17日㈬、さいたま市
自治会活動功労者表彰式
を開催しました。
　中央区から、塚田一夫
会長（上落合第5自治会）、
徳永茂会長（上落合第2自
治会）が表彰されました。
おめでとうございます。 徳永 茂氏（中央左）、塚田 一夫氏（中央右）

与野与野七福神七福神行列行列

参加
無料

中央区中央区

コミュニティまちづくり事業    中央区食生活改善推進員協議会 

与野七福神パレード実行委員会

  ■さいたま市自治会活動功労者表彰

日時…1月29日（土）　9時～13時
集合場所…与野本町コミュニティセンター駐車場（中央区本町東）
対象・定員…区内在住の方（小学生以下は保護者同伴）・150人（先着順） 
申込み・問合せ… 往復はがきで住所、参加者全員の氏名、電話番号、年齢（学年）を
 1月7日㈮（必着）までに　〒338-0012 中央区大戸3-4-15　岡田和子へ。  ・ 833・9842

冬の澄みきった空気の中、皆さんと一緒にウォーキングしながら親睦
ぼく
を図り、

楽しい一時をすごしませんか。
ウォーキングの後は、デコレーション寿司などをご賞味ください。

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

ウォ
ーキング

ウォ
ーキングとと軽食軽食のお誘いのお誘い

おお囃囃
はや しは や し

子子の音とともに縁起の良い一年をの音とともに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した市民が七つの神社や
寺院をパレードします。寺院をパレードします。

日　時

1月3日（月） 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
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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
　新年明けましておめでとうござ
います。
　昨年は、区政推進にあたり多く
の皆さんにご協力をいただき、心
から感謝いたします。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。

●七福神巡りウォーキングはいかがですか
　本町通り周辺に点在する「与野七福神」は、ゆっくり一巡し
ても２時間半ほどです。お正月休みの間に蓄積されたカロリ
ー消費も兼ねて、七福神巡りウォーキングはいかがですか。
一年の幸福と健康を招き入れましょう。

●新成人の皆さんおめでとうございます
　今月の10日、さいたまスーパーアリーナを会場に、“さいた
ま市成人式”が開催されます。中央区では853人の皆さんが新
成人となります。次代を担う皆さんの今後のご活躍を期待す
ると共に、心よりお祝い申し上げます。

　ことわざに、「ウサギの上り坂」というものがあるように、
ウサギ年は進歩の年と言われています。皆さんのこの一年が、
ご健勝で幸多き年になると共に、何事も順調に進まれること
をお祈り申し上げます。 
 中央区長　山崎　直

ただし

今月の今月の日曜納税窓口日曜納税窓口
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 1月30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。

　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。
　ほかの会場で行う日もありますので、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　課税課　市民税合同事務所
　　　　 646･3131　 646･3158

・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

地元農家の方たちが持ち寄った、採れたての新鮮な野菜
を販売していますので、ぜひお立ち寄りください。 

日　時 1月8日㈯　8時～9時30分
会　場 中央区役所玄関前
問合せ さいたま市与野農業振興組合事務局
  （農業政策課内）
 829・1378　 829・1987

朝朝市 野菜直売

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13日㈭  18時30分～
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

第11回中央区区民会議

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22日㈫～24日㈭は除く）
※2月20日・2月27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22日㈫
※当日、区役所では受け付けていません。

9：15～
  16：00

上落合公民館
 （中央区上落合）

2月23日㈬
※当日、区役所では受け付けていません。

西与野コミュニティ
ホール （中央区桜丘）

2月24日㈭
※当日、区役所では受け付けていません。

市民税・県民税の申告を受け付けます

期　日

2月20日及び2月27日の日曜日は
受け付けを行っています。
ぜひご利用ください！
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