
2

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

バラのまち中央区アートフェスタ
3rd. STAGE

「区民コンサート」
2月15日㈰ 13：30～  彩の国さいたま芸術劇場 大ホール

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/

埼玉の農家には「朝まんじゅうに昼うどん」という食文化があ
りました。郷土の味である朝まんじゅう作りをマスターして、
高齢の方や子どもたちとの交流会で食べていただきましょう！

幸福招来

正月三日
与野七福神パレード
正月三日
与野七福神パレード

●与野七福神パレード実行委員会

日　時 ●2月23日㈪…………まんじゅう作りの講習
 　9時30分～13時30分

 ●2月24日㈫…………交流会での実習
 　9時30分～16時
会　場 与野本町コミュニティセンター（中央区本町東）
講　師 ふるさと与野の生活文化を楽しむ会
対象・定員　区内在住で2日間参加できる方・20人（先着順）
費　用 300円（24日の昼食代）
申込み 1月8日㈭9時から電話で与野地区社会福祉協議会へ
 （事前に食中毒防止の検査があります）

朝まんじゅう作り教室

毎年大好評の福祉講座。今年は「突撃！隣の晩ごはん」で
おなじみの落語家・ヨネスケさんに
家族のきずなについて楽しくお話を
していただきます。
皆さまどうぞお出かけください。

「隣の晩ごはん」にみる家族のきずな
・・・福祉講座・・・

●与野地区社会福祉協議会 3854･3724　6854・3511

日　時 2月21日㈯
 13時30分～15時30分
会　場 彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）小ホール
定員・費用　300人・無料（入場整理券が必要です）
申込み 1月20日㈫9時から、中央区役所4階与野地区社会

福祉協議会にて整理券（1人2枚まで）を先着順で配
布します。

区民会議からのお知らせ
○第13回中央区区民会議
　第3期の活動もいよいよ大詰め。今年度末の提言に向けて、精力的
に活動しています。区民会議は当日
先着10人まで傍聴可能です。
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18日㈰ 10時～
会　場 中央区役所3階　大会議室
問合せ 中央区コミュニティ課
 3840・6020

あの人が・ その
グルー

プも、

芸術劇場のステージに

問合せ　与野七福神パレード実行委員会（丸）3853・4413

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。

本年もよろしくお願いいたします本年もよろしくお願いいたします
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こんにちはこんにちは
です区区長長

日曜納税窓口
○市税（国民健康保険税を除く）
会場・問合せ 中央区役所 2階 収納課 3840・6042
○国民健康保険税
会場・問合せ 中央区役所 1階 保険年金課 3840・6073
※他の区役所収納課・保険年金課でも開設しています。

1月25日㈰ 9時～15時

無料講座のお知らせ
地域包括支援センター  ナーシングヴィラ与野

3859・5375

会場…埼玉精神神経センター（本町東）本館7階　シナプス
講師…坂井 篤子氏（ヨガインストラクター）
定員…30人

回収ボックス設置場所　中央区役所ロビー
回収対象　◉金属の付いた入れ歯
　　　　　◉歯にかぶせたクラウン
　　　　　◉歯に詰めたインレー
　　　　　◉歯と歯をつないだブリッジ など
　　　　　※金属の付いていない入れ歯は回収できません

勤務場所…市立保育園
資格…保育士資格を有し、心身共に健康な方
勤務時間
　・通 常 保 育…8時30分～17時15分（時差出勤あり）
　・時間外保育…朝・夕2時間30分～4時間
　　　　　　　（各園により異なります）
問合せ…市保育課　3829･1867　6829･2516

1月10日㈯ 13時30分～15時　ヨガ講座

1 汚れを落とし、熱湯か入れ歯洗浄剤（除菌タイプ）で消毒する。
2 新聞広告等の厚手の紙で入れ歯を包み、ビニール
 袋に入れる。（ビニール袋は、回収ボックスにも
 備え付けてあります）
3 不要入れ歯回収ボックスに投入する。

初心者でも安心して取り組めるヨガプログラムです

申込み・問合せは同センターへ

臨時保育士の登録者募集

不要な入れ歯で寄付ができます! 回収・リサイクルで福祉に役立てます
地球環境保護にも役立ちます　入れ歯に含まれる貴金属（パラジウム、金、銀など）を精製

することにより得られる益金を世界の恵まれない子どもたち
への支援や本会で行う地域福祉活動の推進に役立てます。

○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。

中央区役所を主会場として市・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。

問合せ　さいたま市社会福祉協議会 中央区事務所　3854･3724

市民税・県民税の申告を
受け付けます

中央区役所
3階 大会議室

会　場 期　日 受付時間
8：30
～

17：00

9：15
～

16：00

上落合公民館
（中央区上落合）

大戸公民館
（中央区大戸）

西与野コミュニティ
ホール（中央区桜丘）

2月16日㈪～3月16日㈪
（土・日曜日と2/26・3/3・3/4は除く）

2月26日㈭
 ※当日、区役所では受け付けておりません。

3月3日㈫
 ※当日、区役所では受け付けておりません。

3月4日㈬
 ※当日、区役所では受け付けておりません。

2月22日及び3月1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!

問合せ　課税課 個人市民税担当　3646･3131

寄付の方法

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
な団体にご協力をいただきました。厚くお礼を
申し上げます。

　区とその周辺の事業については、地域の皆様にご協力いただきまし
た新都心南側を通る片側2車線の赤山東線が、今年3月に下落合の国
道17号から産業道路まで開通し、また同月には中央区と隣接する西
区大字島根に340床の（仮称）さいたま市民医療センターが開院されま
すので、区民の皆様の利便や安心・安全に大きく寄与することと思い
ます。
　さて、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24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。

　本年も区政方針に基づき、防災・防犯・交通安全対策の推進を図り、
防犯や地域福祉について区民の皆様との協働によるネットワークづく
りに取り組み、安心・安全・快適なまちづくりを目指してまいります。
　皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。 中央区長 岩田 隆史
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