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中央区中央区 コミュニティまちづくり事業  

　来年度から動き出す第5期の委員の募集を行います。第5期のテーマとなる「これからの区民まつり」　来年度から動き出す第5期の委員の募集を行います。第5期のテーマとなる「これからの区民まつり」
に興味をお持ちの方で中央区へのまちづくりに手を貸して下さる方の参加をお待ちしていまに興味をお持ちの方で中央区へのまちづくりに手を貸して下さる方の参加をお待ちしています。す。

  ●さいたま中央地区更生保護女性会   ●中央区バラサポーター

研修講演会「子育てーおんば日傘に思うー」
　年に1度の研修講演会を開催いたします。みなさんの
ご来場をお待ちしております。

日　時…2月26日㈯ 13時30分～15時30分
会　場…与野本町コミュニティ
 センター大ホール
 （中央区本町東）

講　師…元さいたま市教育長
 臼杵 信裕氏

問合せ…さいたま中央地区
 更生保護女性会 
 金澤　 ･ 854・6700

「美しいバラを咲かせる講座」
　バラの植えつけ、植え替え、病害虫対策、冬の剪

せん

定
など実習を交えた講習会です。

日　時…2月20日㈰ 10時～12時
会　場…中央区役所　講　師…京成バラ園 大川原 清光氏
対　象…区内在住の方
定　員…20人（応募多数の場合は抽せん）
費　用…1,000円
申込み・問合せ…往復はがきで
住所、氏名、電話番号を2月11日㈷
（必着）までに
〒338-0004　中央区本町西1-1-12
清水へ　 854・8592

入場
無料

区民会議委員募集区民会議委員募集区民会議委員募集区民会議委員募集
第5期第5期第5期

募集人数 5人程度

応募資格 区内在住、在勤、在学の18歳以上の方

応募方法 中央区役所、区内公民館・コミュニティセンターに置かれている応募用紙を記入し、
 2月18日㈮（必着）までに郵送・ファクス・電子メールまたは直接中央区コミュニティ課へ。

（結果は3月中にお知らせする予定です）
 応募用紙は中央区ホームページまたは中央区区民会議ホームページ「まちの種WEB版」

からもダウンロードできます。
  中央区ホームページ　　http://www.city.saitama.jp/index_chuoku.html
  区民会議ホームページ　http://kuminkaigi.jp/ 中央区区民会議 検索

問 合 せ 〒338-8686 （住所不要）　中央区コミュニティ課
（送付先） 840・6020　 840・6161　 chuoku-community@city.saitama.lg.jp
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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

○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け付けできます。詳しくは、市報さいたま2～3ページ（全市版）をご覧ください。

　暦の上では、4日の立春から
春となりますが、まだまだ寒い
日が続いています。皆さんは、
いかがお過ごしでしょうか。
　昨年、大流行した新型インフ
ルエンザに加え、季節性インフ
ルエンザ、ノロウィルスに注意
しましょう。手洗いやうがいな
どで予防を心がけて下さい。もし、症状がでてきたら医療
機関で早めに受診してください。

●季節の変わり目の行事
　立春の前日、3日は節分です。季節の変わり目には邪気が
生じるものと考えられ、豆まきはその邪気を払い、1年の無
病息災を願う行事だといわれています。是非、皆さんの家
庭でも豆まきをして、病気のない健康な1年を願ってみては
いかがでしょうか。

●早めに税の申告を
　16日から3月15日まで、市民税・県民税の申告を受け付け
ます。皆さんが納める税金は、さまざまな行政サービスに
使われ、安定した社会生活の維持に必要不可欠なものです。
日時や会場など、詳しくはこのページで紹介しています。
なお、期限間際になると大変な混雑が予想されます。郵送
でも申告できますので、早めの手続きをおすすめします。
 
 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。

　子どもたちが楽しめる企画が盛りだくさん！
ぜひ、ご来場ください。
※駐車場の用意はありません。

活動団体の出演や展示など、内容盛りだくさん！地元採れた
て野菜の即売会もありますよ。皆さんお気軽にお越しください。

日　　時 2月27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。

大戸公民館（中央区大戸）

2/22
（火）

上落合公民館（中央区上落合）

2/23
（水）

西与野コミュニティホール（中央区桜丘）

2/24
（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15分～16時）

受付期間 2月16日（水）～3月15日（火）の月～金曜日　※ただし、2月20日（日）・27日（日）は申告を受け付けます。
受付時間 8時30分～16時（日曜申告は9時～16時）
会　　場 中央区役所  3階大会議室
なお、2月22日（火）～24日（木）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。

日　時 2月6日（日） 10時～14時
 ※遊び・模擬店は10時30分～14時
会　場 与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）
内　容 手作りおもちゃコーナー・16ミリ映画上映・模擬店 ほか
問合せ　さいたま市学童保育連絡協議会
  840・0962　 840・0963
 青少年育成課 829・1717　 829・1960

日時…2月12日（土）・13日（日）　10時～16時
会場・問合せ… 与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）
 853･7232　 857･1096

第36回学童まつり

第第3回 3回 与野本町与野本町
 コミュニティセンターまつり コミュニティセンターまつり

入場
無料

入場
無料

市民税・県民税の申告を受け付けます

大戸戸大戸大戸大戸公民公民公民民公民民館館館館館館（中（中中（中中中中中央区央央区央区区央央区央 大戸大戸大戸大戸大戸戸戸））））
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会場（

上落上落上落上上上落合公合公合公合公合合公民館民館民館民館民館館民館（中（中（（中（中央区央央区央央区上落上落上落上落上落合）合）合））
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）

与野コ野コ野コ野 ミミミミミ ニテニテニテニテテニティホィホホホホィホ ルルルルル（中（中（中（中中中央区央区区央区央区央区区桜桜桜桜
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※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9日（水）～3月15日（火）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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