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迎春

バ
ラの

まち
中央区アートフェスタ

　毎月第1土曜日に、中央区役所玄関前で朝市を開催
しています。
 地元農家の方々が持ち寄った採れたての新鮮野菜を
販売しています。ぜひお立ち寄りください。
問合せ さいたま市与野農業振興組合事務局（農政課）
 3829・1378

問合せ 与野七福神パレード実行委員会（榎本）
 3853・2057

●㈳さいたま市与野医師会　市民公開講座

●与野七福神パレード実行委員会

●さいたま市与野農業振興組合

脳卒中 ならないように、なった時に、社会復帰まで
日　時 1月26日㈯　14時～16時　 
会　場 大宮法科大学院（大宮区桜木町） 大ホール
講　師 棚橋紀夫教授
 （埼玉医科大学国際医療センター）
 ほか2講師
定員・費用　250人（先着順）・無料
共　催 日本脳卒中協会埼玉県支部・
 さいたま市介護支援専門員協会
問合せ ㈳さいたま市与野医師会　3852・6149

●中央区スポーツ振興会
中央区民スポーツフェスタ
日　時 1月27日㈰　10時～16時　 
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

（ミニバレー、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）

定員・費用　区内在住の方・無料
申込み 当日、現地にて受付
問合せ 体育課　3829・1731

「区民コンサート」
3rd STAGE

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/

2月16日㈯ 13時30分～
彩の国さいたま芸術劇場

音楽ホール

一般応募者が七福神に仮装して、
各寺社をまわりながら宝銭を授けます

福禄寿（氷川神社 中央区本町東）スタート

朝市（野菜直売）

正月3日
与野七福神仮装行列
正月3日
与野七福神仮装行列

新年は 
「　　　　」からのお知らせがいっぱい！
　　本年もよろしくお願いいたします

参加賞
あり

日　時　1月3日㈭ 11時30分～ 日　時　1月12日㈯ 8時～9時30分

編集・中央区役所コミュニティ課　3840・6020　6840・6161

区の人口・世帯数・面積（H19.12.1現在）
人　口 92,824人
 男性 46,696人　女性 46,128人
世帯数 40,495世帯
面　積 8.39㎢1

月号

市報さいたま中央区版 中央中央中央中央中央
中央区役所
〒338‐8686 中央区下落合5‐7‐10
3 856・1111㈹   6 840・6160
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こんにちは
です区長

日曜納税窓口
　月～金曜日に納税できない方のために日曜納税窓口を
開設します。お気軽にご利用ください。 
※取扱い業務は、市税の納付と納税相談のみとなります。
日　時　1月27日㈰　9時～15時
○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。

○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6日㈬から3月17日㈪まで、さいたま新都心
合同庁舎1号館（中央区新都心）が会場となります。

　区民の皆さま、
　新年明けましておめでとうございます。
　輝かしい新年をご家族おそろいで迎えられたことと存じます。皆さま
にとって、この一年がご健勝で幸多き年になりますよう、お祈り申し上
げます。
　昨年も、区政推進にあたり多くの皆さまにご協力をいただきましたこ
と、心から感謝いたします。本年も職員一丸となって区民サービスの向
上に努めてまいります。なかでも、安心・安全なまちづくりの推進に向
けては、区民の皆さまと職員との協働で取り組んでいきたいと考えてい
ますので、一層のご協力をお願いいたします。

　さて、1月3日は新春の幕開け「与野七福神パレード」です。本年で23
回目となり、いまや恒例となって全国に発信している中央区の風物詩で
す。七福神が点在する本町通り周辺には、蔵づくりの街並みや文化財が
多く残されています。お正月のひと時、ご家族そろって散策してみては
いかがでしょうか。
　今年も、中央区のコミュニティの輪がさらに広がり、区民の皆さまと
の協働によって魅力あるまちづくりができるよう、清新な気持ち・新た
な活力をもって区政を進めていきたいと思います。

中央区長　黒田 重次

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

8：30
～

17：00

受付時間期　　日会　　場

9：15
～

16：00

大戸公民館
（中央区大戸）

上落合公民館
（中央区上落合）

西与野コミュニティ
ホール（中央区桜丘）

2月18日㈪～3月17日㈪
（土・日曜日と2/21・2/27・3/4は除く）

※2月24日・3月2日の日曜日は行います。

2月21日㈭
※当日、区役所では受け付けておりません。

2月27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。

日　時 1月26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　情報プラザ
 　　（中央区上峰）

出　演 椎名雄一郎
 共演／長瀬正典（サクソフォーン）
曲　目 J.S.バッハ＝C.F.グノー：アヴェ・マリア ほか
※終演後には、オルガンを見学・体験することができます。
問合せ 彩の国さいたま芸術劇場　3858・5506

免許証の更新は誕生日を挟んだ前後1か月
の間にすることができます。1月初旬～中
旬を避けた更新をお願いします。

きっとみつかる！あなたのいきがい

ボランティア体験講座平成19年度

年始の免許証
更新窓口は
大混雑！

問合せ　浦和西警察署（交通課）　3854・0110

2月24日及び
3月2日の日曜日は
申告受付を行っています。
ぜひご利用ください！

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がありますので、
各会場の申告受付日・受付時間に
ご注意ください。

問合せ　課税課 個人市民税担当　3646･3131

　ボランティア活動に関心がある、活動してみたい…みな
さん、活動する場所は身近なまちの中にあります。この
講座で、はじめの一歩を踏み出してみませんか？
日　時　全 体 会：2月7日㈭・8日㈮・3月13日㈭
 活動体験：2月9日㈯～3月12日㈬の数日間 
 　　　　　※活動体験内容によって異なります。
会　場 与野本町コミュニティセンター ほか
内　容　ボランティア活動を始めるにあたっての講義
 ボランティアグループ・福祉施設での活動体験
対　象 中央区でボランティア活動を始めようと考えている方
定　員 30人（先着順）
費　用 原則無料（活動体験で費用がかかる場合は実費）
申込み・問合せ　電話でさいたま市社会福祉協議会
 　　　　中央区事務所へ　3854・3724

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 

与野七福神で年初め

　土曜の昼下がり、光庭のある情報プラザで至福のひ
とときを過ごしていただく無料のコンサート。ポジテ
ィフ・オルガン（移動ができるパイプオルガン）の魅
力を、器楽や声楽とのアンサンブルでお届けします。
　「クラシックは難しいかも…」「子どもが小さいか
ら…」という方でもお気軽にどうぞ。

構成 :大塚直哉 入場無料
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