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会　　場 期　　日 受付時間

中央区役所
3階大会議室

2月17日㈪～3月17日㈪ 
（土・日曜日と2月25日㈫～27日㈭は除く） 
※2月23日・3月2日の日曜日は行います。

8:30～     
　16:00

上落合公民館  
（中央区上落合）

2月25日㈫
※当日、区役所では受け付けておりません。

9:30～ 
　16:00

大戸公民館
（中央区大戸）

2月26日㈬
※当日、区役所では受け付けておりません。

西与野コミュ
ニティホール  
（中央区桜丘）

2月27日㈭
※当日、区役所では受け付けておりません。

田頭会長（左から３番目）  櫻井会長（左から４番目）

　全国のセブン－イレブン、ローソン、サークル
K、サンクス、ファミリーマートで住民票の写しな
どの証明書を取得できます。
　利用にはコンビニ交付利用登録をした住民基
本台帳カードが必要です。
　なお、メンテナンスにより、12月28日㈯～平成
26年1月5日㈰までご利用できません。
問合せ…区区民課 840・6034  854・3462

便利な便利な●●コ●●ン●●ビ●●ニ●●交●●付をを
ご利用くださいご利用ください

第65回  光の庭プロムナード・コンサート

日　時… 1月18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（1階）
内　容… ポジティフオルガン（小型の
 パイプオルガン）とソプラノ
 のアンサンブル
出　演… 大塚直哉（オルガン）
 鈴木美登里（ソプラノ）
曲　目… フレスコバルディ : 《音楽の花束》より
 J.S.バッハ:《平均律クラヴィーア曲集  第1巻》より第15番  他
問合せ… 彩の国さいたま芸術劇場  音楽担当
 858・5506　 858・5515

～歌い交わすオルガン～ 入場
無料

市―民―税―・―県―民―税―の―申―告―を―受―け―付―け―ま―す

さいたま市自治会活動功労者表彰

　中央区役所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もありますので、各会場の
受け付け日時にご注意ください。

●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 833･2651）にお問い合わ
せください。

問合せ
区課税課 
840･6040　 840･6164

11月6日㈬にさいたま市自治会活動功労者表彰式が開催されました。
中央区から、田頭 敏隆会長（与野ハウス自治会）、櫻井 勝会長（上
落合第4自治会）が表彰されました。
おめでとうございます。

自治会に加入しましょう
　自治会は皆さんの地域を明るく住みよい
まちにするため、防犯・防災・環境美化活動
や親睦行事など、さまざまな活動を行って
います。
　自治会では皆さんの加入をお待ちしてい
ます。お近くの自治会役員にお申し出くだ
さい。

問合せ 区コミュニティ課 
840・6021　 840・6161

さいたま市

住民基本台帳カード

生年月日 昭和○○年○○月○○日　性別　女

氏　　名 ○○○○住　　所 ○○○○○○○○○○○このカードは厳重に管理してください

○○○○年○○月○○日まで有効
住民基本台帳カード

photo：加藤英弘
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中央区コミュニティ協議会中央区コミュニティ協議会

こんにちはこんにちは
です

にちはにちは 区区はは です区区区区区区区長長

児
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セ
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タ
ー
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知
ら
せ

第6期区民会議からのお知らせ

　
　新年おめでとうござ
います。今年も区民の
皆さんが、健やかで明る
く一年を過ごせること
をお祈りします。

　さて、年明け最初のイ
ベントは、1月3日の「与
野七福神仮装パレード」
です。
　今回から弁財天が、弘
法尊院から御嶽社（与野公園北側）に変更となり、七福神の
全てが、本町通り周辺に集まることになりました。元旦か
ら7日までの間は、各寺社で記念の押印もできますので、気
軽に散策をしながら一年の福を授かりに行きませんか。
　次いで13日には、さいたまスーパーアリーナで「さいた
ま市成人式」が行われます。中央区内では944人の新成人
が誕生します。未来を担う皆さんの新しい門出を心より
お祝い申し上げます。

　昨年夏から実施してきた、中央区保健センターの耐震工
事がこの程終了いたしました。この間のご協力に感謝い
たします。なお、各事業の会場は、2月から保健センター
に戻ります。
　本年も区役所職員一丸となり、区民サービスの向上に努
めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
 

中央区長　丸山 信弘

11/30㈯ LOVE&PEACEコンサート
出演者と一緒に

福祉ネットワーク講座 開催のお知らせ
～見守りから広がる福祉のまちづくり～

日　時… 1月31日㈮　13時～15時30分頃
会　場… 与野本町コミュニティセンター （中央区本町東）
対　象…区内在住の方
講　師…日本社会事業大学社会福祉学部 専任講師 菱沼 幹男氏
申込み・問合せ…与野地区社会福祉協議会
 　　　  ・ 859・5881

●与野地区社会福祉協議会（区高齢介護課共催）

日　時… 2月4日㈫ 13時30分～16時
会　場… 鈴谷公民館（中央区鈴谷）
内　容… ボランティアの基礎知識を学んだ後、ボランテ

ィア団体から具体的な活動内容を聞き、自分に
あった活動を見つける。

対　象… 区内在住又は在学でおおむね50歳以上の方、尚、
ボランティアとして活動することを希望する方。

定　員… 30人（応募多数の場合は抽せん）
申込み・問合せ… 往復はがきで、住所、氏名、電話番号、年齢、

職業、参加の動機、特技等を、1月21日㈫までに、
さいたま市社会福祉協議会中央区事務所へ

 〒338-8686 中央区下落合5-7-10 区役所4階
854・3724　 854・3511

はじめてのはじめてのボランティア講座ボランティア講座

消防団員を募集しています！

～身近な地域で一緒にはじめてみませんか～

与野本町児童センター （中央区本町東）

※さいたま市社会福祉事業団のホームページ（http://www.saicity-j.or.jp）もご覧ください。

「この指とまれ」

日時… 1月10日㈮ 11時～11時40分
内容… 体操、手遊び、見る活動、季節

の行事など
対象… 4月から入園予定の3～5歳児と

その保護者
問合せ…与野本町児童センター
 　 855・5655  855・5669

大戸児童センター （中央区大戸）

「ファミリーたいそう」

日時… 1月18日㈯
 10時30分～11時
内容… 体操、手遊び、読み聞かせ

など
対象… 未就学児とその家族
問合せ…大戸児童センター
 　 ・ 831・9536

向原児童センター （中央区下落合）

日時… 月～土曜日
 11時30分～11時45分 
内容… 親子のふれあい遊びや体操など
対象… 未就学児とその保護者
問合せ…向原児童センター
　　　　 ・ 834・6083

～土曜日もやります～

「プチタイム」

区民会議は当日5人まで傍聴できます。
テーマ「地域資源－区の花バラ－を活かしたまちづくり」
関心がある方は是非一度足を運んでみてください。
日　時 1月22日㈬  10時～
会　場 区役所2階
 多目的室
問合せ 区コミュニティ課
 840・6020
 840・6161

　消防団員は、それぞれのお仕事などを持ちながら「自分たち
のまちは自分たちで守る」という気持ちで、地域の安心と安全を
守るために活躍しています。
　団員の年齢層は幅広く、会社員、自営業者、
学生などの様々な人が参加し消火活動、火災予
防広報活動及び応急手当の指導を行っています。

入団資格… 市内在住、在勤、在学で18歳以上の健康な方
問 合 せ… 消防局 消防総務課 消防団係
 833・7163　 833・7641

第5回中央区区民会議を開催します

無料
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