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1月6日㈬   12時15分～13時
中央区役所ロビー

～吉武大地、初春を歌う～

    与野七福神パレード
日時 1月3日㈰
 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）
 3853･3675　6858･4795

入場
無料！

　新年を迎え、中央区から皆さんに音楽のお年玉をプレゼント！
　新年の幕開けにふさわしく、さいたま観光大使を務める中央区出
身のバリトン歌手・吉武大地さんが出演します。オペラの本場イタ
リアで培った、上品で知性あふれる情熱的な歌声をロビーいっぱい
に響かせます。お昼のひと時を素敵な生演奏で過ごしてみませんか。

平成21年度
第3回

本年も よろしく お願いいたします

●与野七福神パレード実行委員会
正月の恒例行事、与野七福神パレードが本町通りで行われます。七つ
の難を取り除き七つの福を与えてくれる、という「七福神」に扮装した
市民が、宝銭を授けながら各寺社を回ります。

出  演 吉武 大地 （バリトン歌手）
曲  目 •グラナダ
 •ボラーレ
 •Walking in the air　ほか

出  演 吉武 大地 （バリトン歌手）
曲  目 •グラナダ
 •ボラーレ
 •Walking in the air　ほか
問合せ 区コミュニティ課　 3840・6020　6840・6161問合せ 区コミュニティ課　 3840・6020　6840・6161問合せ 区コミュニティ課　 3840・6020　6840・6161
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こんにちはこんにちは
です区区長長

今月の日曜納税窓口今月の日曜納税窓口今月の日曜納税窓口
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31日㈰　9時～15時
会場・問合せ 市税（区役所2階　収納課）
 3840･6042　6840･6164

 国民健康保険税（区役所1階  保険年金課）
 3840･6073　6840･6168
※他の区役所収納課・保険年金課でも開設しています。

区民会議からのお知らせ

○第5回中央区区民会議
　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21日㈭　18時30分～
会　場 中央区役所3階 大会議室
問合せ 区コミュニティ課
 3840・6020
 6840・6161

　明けましておめでとうございます。
　区民の皆様には輝かしい新年をお健やかに
お迎えのこととお喜び申し上げます。
　昨年は、区政推進にあたり多くの皆様や様々
な団体に温かいご支援ご協力をいただきまし
た。心より感謝を申し上げます。

●明るい区役所づくり
　中央区では、区民の皆さまが、親しみやすく利用しやすい明る
い区役所づくりを行うための取組み指針を、以下のように策定し
ました。

明るい区役所づくり取組み指針明るい区役所づくり取組み指針
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

★ 親しみやすい区役所づくりに取組みます。
★ 区民にわかりやすい区役所づくりに取組みます。
★ 快適な庁舎環境づくりに取組みます。
★ 情報共有・コミュニケーションの向上に取組みます。

●与野七福神パレード
　毎年1月3日に開催されます「与野七福神パレード」は、縁起のよ
い正月の恒例行事として今年で25回目を迎え、すっかり新春の風
物詩として定着してまいりました。仮装した七福神の行列を見る
ため、各寺社に市内外から大勢の方が集まり、大変賑やかです。
七福神からご宝銭を授かるなどの楽しみがありますので、七福神
めぐりをしながら散策してみてはいかがでしょうか。
 中央区長　増岡 一夫

光の庭　プロムナード・コンサート
彩の国さいたま芸術劇場

典
てんが

雅なるバロック

日　時 1月23日㈯　14時開演（14時40分終演予定）
会　場 彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）情報プラザ
出　演 ジャン=フィリップ・メルカールト（オルガン）
 西谷 尚己（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
曲　目 バッハ： ヴィオラ・ダ・ガンバとクラヴィーアのための
  ソナタ第1番　ほか

問合せ 彩の国さいたま芸術劇場　 858･5506　 858･5515

保育ボランティア講座

入場無料

　中央区近辺の公共施設等で乳幼児の保育をするボランティ
アを養成する講座です。

日　時 【講義】2月12日㈮ 13時30分～16時30分
 【実習】2月15日㈪・18日㈭ 10時～12時
 　　　※実習はいずれか1日
会　場 杉の子園（中央区大戸）
対　象 乳幼児の保育に関心があり、講座修了後に中央区 
 近辺での活動を希望する方
定員・費用　15人（応募多数の場合は抽せん）・無料
問合せ 1月19日㈫までに直接又は電話で、市社会福祉協 
 議会中央区事務所まで
 854･3724　 854･3511

　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、各会場の受付日時にご注意くだ
さい。

○各会場は駐車場が少ないため、お車でのご来
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　3833･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

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23日㈫～25日㈭は除く）
※2月21日・2月28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23日㈫
※当日、区役所では受け付けておりません。

9：15～
16：00

上落合公民館
（中央区上落合）

2月24日㈬
※当日、区役所では受け付けておりません。

西与野コミュニティ
ホール（中央区桜丘）　

2月25日㈭
※当日、区役所では受け付けておりません。

市民税・県民税の申告市民税・県民税の申告を受け付けますを受け付けます
2月21日及び2月28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！

受講者
募集！
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