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入場
無料

ゲスト  S☆S

2月27日㈯ 13時30分開演 （13時開場）
彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）音楽ホール

日 時

会 場

「アートフェスタ」のフィナーレは、区民の皆さんが創り、ともに楽しむ「区民コンサート」。
中央区内の貴重な資源、日本を代表する芸術・文化のシンボル「彩の国さいたま芸術劇場」で
区民アーティストとゲストの素敵な協演をお楽しみください。

中央区区民会議 検索

アートフェスタは、区民会議のホームページでも！

http://kuminkaigi.jp/http://kuminkaigi.jp/http://kuminkaigi.jp/

問合せ　バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会　加藤 3・6833・8909／区コミュニティ課 3840・6020　6840・6161

あの人が
・そのグル

ープも、
芸術劇場

のステー
ジに！

バラのまち中央区アートフェスタ　3rd STAGE

キャン
ドルアート

も出現！
キャン

ドルアート
も出現！

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

～舞い降りた天使～

ポジティフ・オルガン（小型のパイプオルガン）とソプラノのアンサン
ブルを出演者のおはなしを交えてお届けします

日　時 2月27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 飯沼 彩（オルガン）
 冨平 安希子（ソプラノ）

曲　目 J.S.バッハ：憐れみたまえ、おお
主なる神よBWV721　ほか

問合せ 彩の国さいたま芸術劇場
 858･5506 858･5515

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。入場は無料、皆さま
お気軽にお越しください。
日　時 2月20日㈯・21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

入場
無料

第2回第2回

与野本町コミュニティセンターまつり与野本町コミュニティセンターまつり
構成：大塚直哉
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こんにちはこんにちは
です区区長長

　　　

　暦の上では春を迎えましたが、
まだまだ寒い日が続いております。
風邪などひかれぬようお体には十
分気をつけていただきたいと思い
ます。

●節分には豆まきをしましょう
　2月3日は節分の日です。年男、または一家の主人が煎
った大豆をまき、家族は自分の歳の数だけ豆を食べると
その年は、病気にならず長生きすると言われています。
時代の変化とともに、核家族化によって家族と行うこの
ような習慣も失われつつあります。こういう時代だから
こそ、このような習慣を大事にしたいものです。

●市民税・県民税の申告
　2月16日からは市民税・県民税の申告が始まります。受
付会場は、区役所で行う日と大戸公民館・上落合公民館・
西与野コミュニティホールで行う日がありますので、こ
の紙面でご確認のうえ、お出かけください。また、例年
最初と最後の週は受付会場が特に混雑し、ご迷惑をおか
けしております。郵送による申告もできますので、ぜひ
ご利用ください。

●区民コンサート
　「バラのまち中央区アートフェスタ」の今年度のフィナ
ーレを飾る「区民コンサート」が、2月27日に彩の国さい
たま芸術劇場の音楽ホールにおいて開催されます。入場
は無料ですので、公募された区民アーティストの皆さん
と、ゲストによるあたたかいステージをお楽しみください。
 中央区長　増岡 一夫

赤十字講習会
子どもの病気の注意点や絵本の楽しみ方を学んでみませんか
日　時　3月13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（中央区本町東）
講　師　赤十字救急法指導員ほか
対象･定員　3歳～小学3年生の保護者･20人
申込み・問合せ　はがき又はファクスで住所、氏名（フリガナ）、生年
月日、連絡先を2月22日㈪（必着）までに〒338-8686 （住所不要） 日赤
中央区地区事務局（区福祉課内）へ　 840･6053　 840･6165

無料

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 2月28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。

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、在勤している18歳以上の健康な方
問 合 せ 消防総務課　 833･7163　 833･7641

消防団員に消防団員になりませんかなりませんか
あなたもあなたも

○各会場とも駐車場が少ない
ため、車でのご来場はご遠
慮ください。
○中央区以外の他区の会場で
も申告受付できます。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。

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

問合せ　課税課　市民税合同事務所　3646･3131　6646･3158

※所得税の確定申告は浦和税務署（浦和区常盤　3833･2651）で受け付けます。
　なお2月10日㈬～3月15日㈪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。

受付期間   2月16日（火）～3月15日（月）の月～金曜日
　　　　　ただし、2月21日（日）・28日（日）は申告を受け付けます。

受付時間   8時30分～16時

2/23（火）9時15分～16時
大戸公民館（中央区大戸）

2/25（木）9時15分～16時
西与野コミュニティホール（中央区桜丘）

2/24（水） 9時15分～16時
上落合公民館（中央区上落合）

＊＊＊出張申告受付会場＊＊＊

会  場    中央区役所 3階大会議室
なお、2月23日（火）～25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。
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