
1

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

入場
無料

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。

日　時 3月29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 吉田恵（オルガンとおはなし）
 共演／髙橋節子（ソプラノ） 
曲　目 J.S.バッハ：カンタータ第47番より  アリア
 　　　　　“まことのキリスト者を名乗らんとする人は” 
  ：デュエットBWV802-805　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

「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！

あなたの作品で
飾ってみませんか！飾ってみませんか！飾ってみませんか！

中央区版の表紙を

●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（6月号）3月19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・連絡先電話番号を記入の上、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。

問合せ　中央区コミュニティ課　3840・6020

J.S.バッハ～その作品と横顔～

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（H20.2.1現在）
人　口 93,029人
 男性 46,786人　女性 46,243人
世帯数 40,589世帯
面　積 8.39㎢3

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

うんどう教室 うんどう教室

※祝日にあたる場合は翌日開催※祝日にあたる場合は翌日開催

うんどう遊園地域指導員に委嘱状を交付しました

　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　3月30日 ㈰　8時30分～17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。

　3月･4月は転勤などの引っ越しシーズ
ンです。市では、こうした方々に便宜を
図るため、3月最終及び4月最初の土・日
曜日を試行的に開庁いたします。例年、この時期の平日は大変混
み合いますので、この日をぜひご利用いただきたいと思います。
　さて、今年度も余すところ1か月。振り返りますと、昨年4月
には待望の鈴谷公民館が開設され、すぐ隣に保健所・障害者総
合支援センターなども整い、市としても一大ニュースであった
と思います。さらには鴻沼川の護岸改修、霧敷橋の完成なども、
長年の願いがかなった喜ばしいニュースでした。これもすべて
区民の皆さまの温かいご理解・ご協力のたまもの、と感謝いた
します。
　19年度は、すべての事業を区政方針に基づき展開してまいり
ました。なかでも、都市化が進む中央区では「安心・安全・快適
なまちづくり」を一つの基本目標とし、区民の皆さまの自主防
犯活動に加え、区の職員も青色防犯パトロール車での巡回を始
めました。また、自主防災組織に参画いただいて防災訓練を行
うなど、防犯・防災の充実に取り組んでまいりました。
　今後も、区民の皆さまとの協働で快適なまちづくりを目指し、
各種事業を展開してまいりますので、より一層のご協力をお願
いいたします。
 市・県民税の申告受付も後半となりました。3月17日が最終日
ですが、終盤は大変混み合いますので、お早めの申告をお願い
いたします。また、3月2日の日曜日には区役所会場で受付を行
っておりますので、ぜひご利用ください。 中央区長　黒田 重次

安心・安全・快適なまちづくり●与野赤十字奉仕団

災害時高齢者生活支援講習会（短期）
日　時 3月26日㈬
 13時30分～15時30分
会　場 中央区役所3階 大会議室
内　容 •災害が高齢者に及ぼす影響
 （気をつけたい病気や症状）
 •知って役立つ技術
 （床からの起こし方、立たせ方、
 　ホットタオルの作り方等）
講　師 赤十字家庭看護法指導員
対　象 区内在住、在勤の方（子ども同伴可）
定員・費用　20人（応募多数の場合は抽せん）・無料
問合せ 電話又はファクスで住所、氏名、年齢、性別、連絡先

を記入し、3月14日㈮までに
 与野赤十字奉仕団　内野芳子まで
 3832・4732　6832・7972

　中央区では、高齢の方の健康づくりを目的と
して、区内3ヶ所の公園で、月1回「うんどう教
室」を開催しています。教室の活動をさらに拡
げるため、養成講座を終了した4人の区民の方に、
区長から委嘱状をお渡ししました。皆さまの参
加をお待ちしています。
問合せ 中央区高齢介護課　3840・6067

　新生活が始まる春。入学や転勤などで引っ越しが最も多いこの時期、区役所で
は土曜日と日曜日に「転入・転出に関連する窓口」を臨時に開きます。
詳しくは、市報5ページ下段をご覧ください。

問合せ
▶開庁に関すること／中央区総務課　3840・6013
▶転入・転出の手続きに関すること／中央区区民課　3840・6034
▶その他／各担当課へお問い合わせください。

●与野公園 毎月第2月曜日
　（中央区本町西） 14時から15時30分
●与野中央公園 毎月第2月曜日
　（中央区新中里） 10時30分～12時
●大戸公園 毎月第3水曜日
　（中央区大戸） 10時30分～12時

▲1日警察署長

区役所
のお知らせ時臨 開庁

土日に区
役所の転入・転出にかかわる窓口を

オープンします
29・30
（土）（日）

5・6
（土）（日）

3月

4月
8時30分
　～17時

●3月30日㈰は日曜納税窓口も開設しています。
●手続きにより、必要な書類があるもの、取り扱えないもの、
　当日完了しないものがありますので、事前にコールセンター
（3835・3156）または各担当課までお問合せください。

さいコール

ぜひご利用
　　　ください！
ぜひご利用
　　　ください！
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