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自治会・町内会に加入しましょう自治会・町内会に加入しましょう自治会・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。

電気自動車で青色防犯パトロール中!
　走行しても排出ガスの出ない
電気自動車で、区内を巡回して
います。地域の安全だけでな
く、地球環境も守りながら安心・
安全なまちづくりを進めます。

問合せ  区コミュニティ課  3840･6021  6840･6161

彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）公演情報

今月の彩の国シネマスタジオは、ヨーロッパの小さな国ハンガリーで生まれた、愛すべき物語。
幸せになるために立ち上がった老夫婦がヨーロッパの小さな街のヒーローになった！

第67回 彩の国シネマスタジオ『人生に乾杯』

日　　時 3月 12日㈮ 10：20 13：30 16：10 19：10
       13日㈯   9：50 13：00 15：40 18：30
 14日㈰ 10：30 13：40 17：00
　　　　　※14日13：40上映回終了後、映写技師・鈴木文夫氏によるアフタートークを開催
会　　場　彩の国さいたま芸術劇場　映像ホール
料　　金　一般1,200円、小中高生800円（当日各200円増）
申込み・問合せ　彩の国さいたま芸術劇場チケットセンター　30570・064・939　6858･5515
　　　　　　　　NPO法人埼玉映画ネットワーク　　　　　　3・6855･9508

春・花・香

平成21年度
第４回

3月4日㈭ 12時15分～13時
中央区役所1階ロビー

日  時日  時

会  場会  場

入場
無料

今年度のフィナーレはチェロとピアノの音色を
親しみのある曲にのせてお届けします。
いつもとは、ちょっと違う区役所ロビーで
お昼のひとときを楽しんでみませんか。

出  演 大瀧 奈奈（チェロ）　筑波 則子（ピアノ）
曲  目 •愛のあいさつ　•白鳥　•リベルタンゴ　ほか
出  演 大瀧 奈奈（チェロ）　筑波 則子（ピアノ）
曲  目 •愛のあいさつ　•白鳥　•リベルタンゴ　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

大瀧 奈奈
筑波 則子
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区民会議からのお知らせ

○第6回中央区区民会議
　「交流・協働」をキーワードに具体的な活動を進めて
いる中央区の区民会議。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 3月7日㈰　10時～
会　場 中央区役所3階 302会議室

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、AED操作体験
　　　　 （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、的あて、輪投げ、フリーバスケット等）
対象・費用 区内在住の方・無料
申 込 み 不要
　　　　　（当日、現地にて受け付け）
問 合 せ さいたま市中央区スポーツ振興会事務局
　　　　（与野スポーツ内 新井）
 3853･3997

日　時 3月28日㈰　9時30分～16時 問合せ　区コミュニティ課　3840･6020　6840･6161

中央区区民会議 検索

アートフェスタも区民会議ホームページで！

http://kuminkaigi.jp/

●さいたま市中央区スポーツ振興会

第4回中央区民スポーツフェスタ

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！
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

こんにちはこんにちは
です区区長長

　3月は卒業のシーズンで
す。この春卒業される卒業
生及び保護者の皆様には、
新たなスタートをお祝いす
るとともに、今後の末長い
ご活躍を期待しております。

●春の火災予防運動
　さいたま市では、3月1日から7日までの一週間、春の
火災予防運動を開催します。春は空気が非常に乾燥して
おり、火災が発生しやすい季節です。火気の取り扱いには、
くれぐれも細心の注意を払っていただきたいと思います。

●ロビーミニコンサート
　「ロビーミニコンサート」は、平成8年から与野音楽連盟
の皆さんの協力で続く、気軽に立ち寄れる区役所ロビー
での貴重な交流の場です。今年度のフィナーレを飾る3月
4日のコンサートでは、「春・花・香」と題し、チェロとピア
ノの音色にのせて、春のたよりをみなさんにお送りします。

●臨時窓口を開設します
　転勤などの引っ越しシーズンを迎え、転出入に関する
受付などのため、3月27･28日と4月3･4日の土・日曜日に、
市内全区役所を臨時開庁いたします。例年、この時期の
平日は大変混み合いますので、ぜひこの日をご利用いた
だきたいと思います。

　最後に、私は3月末で定年退職となります。この1年間
区長として中央区役所の運営に携わらせていただきまし
た。多くの皆様からご指導、ご協力をいただきましたこ
とを心から感謝申し上げます。誠にありがとうございま
した。 中央区長　増岡 一夫

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。

　3月27・28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　3840･6013　6840･6160
○転入・転出の手続きに関すること 
  区区民課　3840･6034　6854･3642
○その他　各担当課へお問い合わせください。

　与野清掃事務所は3月31日で閉鎖になり、4月1日から西清掃事
務所（西区宝来）が中央区全域を担当します。
4月以降のごみ収集等に関するご相談は、
西清掃事務所までお願いします。

与野清掃事務所が閉鎖します与野清掃事務所が閉鎖します

問合せ
廃棄物政策課　　 829･1336　 829･1991
西清掃事務所　　 623･3899　 622･9144
与野清掃事務所（～3/31まで）　 852･3191　 852･3195
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