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区の花がバラに決まりました

　第4期最後の区民会議に2年間の活動成果を報告
します。当日先着10人まで傍聴できますので関心の
ある方はぜひ一度足を運んでみてください。
日　時 3月13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

問合せ　問合せ　中央区区の花策定委員会事務局（区コミュニティ課内）　中央区区の花策定委員会事務局（区コミュニティ課内）　 840･6020　840･6020　 840・6161840・6161

区の花策定委員会において検討した結果、
中央区の花がバラに決まりました。
これからも、バラのまち中央区として区民の
みなさんと共に大切にしていきます。

♪金子 恵美

♪筑波 和音

♪泉田 章子

区民会議からのお知らせ 第12回中央区区民会議

アートフェスタも区民会議ホームページで！中央区区民会議 検索 http://kuminkaigi.jp/

クラリネット、ファゴット、ピアノによる軽やかな三重奏をお届けします。
春のやわらかな日ざしの中でどうぞお楽しみください。

煌煌
き ら

めきの春めきの春

日　時 3月3日(木) 12時15分～13時
会　場 中央区役所1階ロビー
出　演 金子 恵美（クラリネット）
 泉田 章子（ファゴット）
 筑波 和音（ピアノ）
曲　目 クラリネットポルカ、ひなまつり、春のメドレー ほか
問合せ 区コミュニティ課
 840･6020　 840･6161

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
　日ざしにもようやく暖かさが
増し、少しずつ春の息吹を感じ
るようになりましたが、皆さん
は、いかがお過ごしでしょうか。
　区内の公立小・中学校では、
今月、合計約1,600人の児童・生
徒が卒業式を迎えます。お子さ
んたちはもとより、ご家族の方々の感慨もひとしおの事でし
ょう。心からのお祝いを申し上げます。

●臨時窓口を開設します
　この時期は、就職や転勤などに伴う引越しが多く、窓口が
大変混雑します。そのため、各区役所で、3月26日・27日、4
月2日・3日の土・日曜日に、転出入に伴う手続きの臨時窓口を
開設します。ぜひご利用ください。

●区の花について
　今年度、各区では、緑化推進のシンボルフラワーとなる「区
の花」の策定作業を進めています。
　中央区では、旧市の時代から様々なイベントなどで、バラ
がシンボルフラワーとして使われてきましたが、この程、区
の花策定委員会で検討いただいた結果、中央区の花として正
式決定いたしました。これを機会に、今まで以上に「バラのま
ち中央区」に愛着を持っていただければ幸いです。

　最後に私事となりますが、この3月末日をもって定年退職を
迎えることとなりました。区長就任以来、皆さんに大変お世
話になりました。心から感謝いたします。
　中央区のまちづくりの更なる発展と、皆さんのご健勝、ご
多幸を祈念いたします。ありがとうございました。

 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 3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。

3月26・27日に転出入に伴う手続きの臨時窓口を開設
します。詳しくは、市報さいたま9ページ（全市版）を
ご覧ください。
問合せ ●開庁に関すること／区総務課
 　　 840･6013　 840･6160
 ●転入・転出の手続きに関すること／区区民課
 　　 840･6034　 840･6168
 ●その他／各担当課へお問い合わせください。

  ●第5回中央区民スポーツフェスタ

あなたも消防団員に
なりませんか

日　時…3月20日㈰ 9時30分～16時
会　場…与野体育館（中央区下落合）
内　容…ニュースポーツ体験、ヨーガ教室
　　　　（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、ボウリング、輪投げ、フリーバスケット等） 
対象・費用…区内在住・在学・在勤の方・無料
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

今月は、市報さいたまと一緒にお配りした
コミ協広報紙「はぁもにぃ」も見てくださいね！

浦和西警察署まで自転車で
来た方に無料でカバーを取
り付けます。

縦6cm×横10cm又は直径13cmの
「監視の目」シールを無料で配布
しています。
（1人1枚に限る）

※いずれも数に限りがあります

問合せ　浦和西警察署生活安全課生活安全係
　　　　 854･0110（9時～17時）

浦和西警察署からのお知らせ
～安全に安心して暮らせるまちづくりのために～

●中央区スポーツ振興会

　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、学生など様々な方が参加し消火活
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

被害防止に「監視の目」

ひったくり防止カバー
「その場で付けます作戦」
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