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 13時30分開演 （13時開場）2月15日㈰ 13時30分開演 （13時開場）
彩の国 大ホール彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）大ホール

日 時
会 場

バラのまち中央区アートフェスタ 3rd STAGE

　「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の発信地「彩の国さいたま芸術劇場」で、区民ア
ーティストとゲストとのふれあいをお楽しみください。

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 構成 :大塚直哉

管々楽々～パイプオルガンは管楽器と仲間なのだ！～

第34回学童まつり
　手作りおもちゃコ
ーナーや遊びコーナ
ー、各種模擬店、
16ミリ映画上映な
どを行い、地域との
交流を図る「学童ま
つり」。どなたでも
ご参加いただけますのでお気軽にどうぞ。
日　時 2月8日㈰ 10時～　開会式
 ※遊び・模擬店等は10時30分～14時
会　場 与野本町コミュニティセンター　
 （中央区本町東）
 ※駐車場はご利用いただけません
問合せ さいたま市学童保育連絡協議会
 3840・0962

　土曜の昼下がりにクラシック音楽とともに過
ごしていただく無料のコンサート。
　「クラシックは難しいかも…」「子どもが小
さいから…」という方でも気軽にお越しいただ
ける、オープンスペースでのコンサートです。

入場
無料

無料

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3833・8909／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！

入場無料

日　時 2月21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 浅尾 直子（オルガンとおはなし）　本間 千也（トランペット） 
曲　目 ・C.J. スタンレー：トランペット・ヴォランタリー
 ・J.P. スヴェーリンク：ポーランド風舞曲　ほか
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場　3858・5506

かずや

ご来場いただいた
小学生以下のお子様に
お楽しみプレゼント！

※数に限りあり、ご了承ください

ご来場いただいた
小学生以下のお子様に
お楽しみプレゼント！

※数に限りあり、ご了承ください

ご来場いただいた
小学生以下のお子様に
お楽しみプレゼント！

※数に限りあり、ご了承ください
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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。

地域包括支援センター　無料講座のお知らせ
地域包括支援センター　きりしき　3858・2121

会場…上峰デイサービスセンター（中央区上峰）3856・4101

2月28日㈯ 14：00～15：30
料理教室　簡単さくら餅を作ろう！

市民税・県民税の
申告を受け付けます

8時30分～17時（土・日曜日は除く）
なお、2月22日・3月1日の日曜日(8時30分～16時)は申告受付を行っています。

なお、2月26日㈭･3月3日㈫･3月4日㈬は下記の会場で行います｡       
中央区役所での受付は行いませんのでご注意ください。

さくら餅作りを通じて楽しいときを過ごしませんか（定員15人）

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（中央区本町東）本館7Ｆシナプス
講師…①工藤よしみ氏（日本３Ｂ体操協会公認指導者）
　　　②坂井　篤子氏（ヨガインストラクター）

①2月14日㈯ 14：00～15：30　３Ｂ体操（定員30人）
②2月28日㈯ 13：30～15：00　ヨガ教室（定員30人）

申込み・問合せは各センターへ

あなたも消防団員になりませんか

○各会場とも駐車場が少ない為、車
でのご来場はご遠慮ください。
○上記の会場のほか、他区の申告会
場（市報2・3ページ参照）でも申告
受け付けできますので、最寄りの
会場をご利用ください。 

中央区役所（3階大会議室）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がありますので、各会場の申告受付日と受付時間にご注意ください｡

※所得税の確定申告は、浦和税務署会場（浦和区常盤）をご利用ください。 
　なお、浦和税務署会場は2月12日㈭から3月16日㈪までさいたまスーパーアリーナ1F展示ホール（中央区新都心）が会場となります。

問合せ　課税課 個人市民税担当　3646・3131

2月22日㈰ 9時～15時

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。興味のある方はお気軽にお
問い合わせください。

2/26㈭　上落合公民館
9時15分～16時

3/3㈫　大戸公民館
9時15分～16時

3/4㈬　西与野コミュニティホール
9時15分～16時

日  時  2月16日㈪～3月16日㈪
会  場  中央区役所  3階大会議室

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　3833･7163

　区民会議の提案から生まれ、区民の
皆さんと協働して魅力あるまちづくり
を目指している「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
は、2月15日の「区民コンサート」です。
　中央区の貴重な資源・芸術文化の発
信地「彩の国さいたま芸術劇場」で、昨年は音楽ホールが満席
となったこのコンサート。公募による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、今年はどうぞ大
ホールでお楽しみください。
　少子高齢化が進行していますが、地区社会福祉協議会の活
動状況を紹介いたしますと、ひとり暮らしの高齢の方などを
見守るネットワーク活動を区内の13自治会で、同じくふれあ
い会食を18自治会で、サロン活動を7自治会等で開催してい
ます。このような区民による地域福祉活動を支援しながら、
皆様と協働で心のかようふれあいのまちづくりを進めて行き
たいと考えています。
　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。
　風邪などが流行する季節です。ご自愛ください。

中央区長 岩田 隆史

協働によるまちづくり
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