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第1部 区民・団体・学校の部
第2部 尺八トリオ「般若帝國」&「クローバー・サクソフォン・クヮルテット」
第1部 区民・団体・学校の部
第2部 尺八トリオ「般若帝國」&「クローバー・サクソフォン・クヮルテット」

2月16日㈯ 13時30分開演
彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）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

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の皆さんとのふれあいをお楽しみください。

中央区区民会議 検索

アートフェスタも区民会議ホームページで!

http://kuminkaigi.jp/

日時・会場 第7回： 2月3日㈰ 10時～
  中央区役所3階　大会議室
 第8回： 3月2日㈰  10時～
  中央区役所3階　301会議室
　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。
問合せ　中央区コミュニティ課　3840・6020

区民会議からのお知らせ

第7回・第8回中央区区民会議

問合せ　中央区総務課　3840・6013

サクソフォン デュオ コンサート

区役所でも区役所でも
「アートフェスタ」! 「アートフェスタ」! 

　いつもの区役所ロビーが、お昼のひととき“コンサート会場”に早変わり。
今回は、区内在住のサクソフォン奏者ご夫妻による、クラシックからポピュ
ラーまでの幅広い演奏をお楽しみいただきます。費用は無料、お気軽にお
こしください。

日　時　2月6日㈬ 12時15分～
会　場　中央区役所ロビー
出　演　宮﨑 真一・各川 芽（サクソフォン）
曲　目　「動物の謝肉祭」より 白鳥（サン・サーンス）、
 ムーンリバー（H.マンシーニ）

おのかわ めぐむ

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

入場
無料

第4回 中央区ロビーミニコンサート

☆ご来場の皆さまに、お花のタネをプレゼント！

ステキなWプレゼント！
ダブル

さらに、1st.「蔵のまちコンサート」、2nd.「LOVE&PEACE
コンサート'07」の当日プログラム（お楽しみ券）をお持ちの方には

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（H20.1.1現在）
人　口 92,987人
 男性 46,768人　女性 46,219人
世帯数 40,565世帯
面　積 8.39㎢2

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

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！

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　2月24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。
○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｡
※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。

　一昨年、区民会議の提案から生まれ、協働によ
る新しい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」。今年度は、2月16日の3rd.STAGE「区民コン
サート」でフィナーレを迎えます。区民アーティストとゲストの皆さん
とのステージが本当に楽しみです。入場は無料!中央区の貴重な資源で
ある芸術の発信地「彩の国さいたま芸術劇場」に、皆さまどうぞお気軽
にお出かけください。
　「安心・安全なまちづくり」についても、区民の皆さまとの協働によ
る取組みが重要です。中央区民生委員･児童委員協議会の皆さまは、民
生委員制度創設90周年記念事業として、高齢の方を中心に合計2,342
世帯分の災害時要援護者名簿の作成に取組んでくださいました。同意
いただいた方の名簿は、災害時に協力して避難支援や救助にあたるた
めの資料として、区役所と地区の自主防災組織に写しをいただいており
ます。民生委員の皆さまにお礼を申し上げますとともに、その活動に改
めて敬意を表します。
　さて、2月18日から市・県民税の申告が始まります。区内では大戸・
上落合公民館、西与野コミュニティホールで受け付ける日があり、区役
所が会場ではないこともありますので、どうぞご確認ください。また、
例年最初の週や最終週は大変混雑して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。

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

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㈪

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。

問合せ　課税課 個人市民税担当　3646･3131

協働によるまちづくり

介護者教室・介護予防教室地域包括支援センター

　家にある身近な材料と道具でお金をかけず栄養のある
おやつをつくりましょう。（高齢の方とその家族・15人程度）

地域包括支援センター  ナーシングヴィラ与野　3859・5375

地域包括支援センター  きりしき　3858・2121

申込み・問合せは各センターへ

　リズム体操・ストレッチ・ヨガ等の要素を盛り込んだ
やさしい運動を、手具を使いながら楽しく行ないます。

2月9日㈯ 14：00～15：30
健康・介護予防講座

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/工藤よしみ氏（日本3B体操協会公認指導者）

2月9日㈯ 14：00～15：30
一緒に作ろう簡単おやつ 料理教室

会場／上峰デイサービスセンター（中央区上峰）3856・4101

無料

　「市報さいたま中央区版」では、20年5月号から区民の皆
さんの写真を表紙（市報さいたまの裏表紙）に掲載します。
　中央区内でふと見つけた“ちょっといい風景”、風物詩
や季節感あふれる作品の応募をお待ちしています！

編集・中央
区役所コミ

ュニティ課
3840・60

20

5
月号

中中中中央央中中中中中中中中央央央央央央央央中央
中央区版の表紙を飾ってみませんか！中央区版の表紙を飾ってみませんか！中央区版の表紙を飾ってみませんか！

あなたの作品で

問合せ　中央区コミュニティ課　3840・6020

（土・日曜日と2/21・2/27・3/4は除く）

中央区役所（3階大会議室）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。

対　象　区内在住・在学・在勤の方（年齢不問）
作品内容　中央区にちなんだ写真
 （紙焼き・画像データのいずれでも可、サイズ不問、作品中
一般の方が特定できるものは、その方が掲載を了承され
るものに限ります）

応募方法　（5月号）2月20日㈬（必着）までに、住所（在
学・在勤の方は在学・在勤先も）・氏名・年齢・連絡先電話
番号を明記の上、中央区コミュニティ課に郵送（紙焼
きに限る）もしくは持参してください（1人1点のみ）。
※タイトル・キャプション（写真につける文章）がある場合
や、氏名住所等の掲載を希望しない場合には、その
旨もお書きください。掲載作品の決定後、ご連絡さ
せていただきます。
■応募作品は返却しません。またメモリーカード等の
郵送はご遠慮願います（持参された場合には、コミュ
ニティ課にて読み取り・コピー等させていただきます）。
掲載作品決定の発表については、掲載をもってか
えさせていただきます。
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