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さいたま市中央区区制施行10周年記念事業

▲写真は昨年の様子です

　区民の皆さんが創り、ともに楽しむ「区民コンサート」
今回は公募による10組が参加します。
　「彩の国さいたま芸術劇場」で区民アーティストの
素敵な演奏やダンスをお楽しみください。

任　　期 3月～マスタープランの素案を策定するまで
募集人数 若干名（書類審査後、面接により選考）
応募要件 次のすべてを満たす20歳以上の方
 ① 区内在住
 ② 本市の他の審議会などの委員を3つ以上（公募委員として2つ以上）務めていない
 ③ 政党職員、その他政治団体関係者でない
応募方法 申込書（市ホームページ、区役所情報公開コーナー等で配布）を2月10日㈪までにまちづくり総務課へ
 (申込書の提出は、区コミュニティ課でも受け付けます。）
申込み・問合せ まちづくり総務課（市役所8階）　 829・1445　 829・1976　 machidukuri-somu@city.saitama.lg.jp

与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン策定委員会の委員を募集します

入場
無料

○各会場とも駐車場が少ない
ため、車での来場はご遠慮
ください。
　なお、左記3日間につきまし
ては、中央区役所では申告
を受け付けませんのでご注
意ください。

大戸公民館2/26水上落合公民館2/25火 西与野コミュニティホール2/27木

問合せ　区課税課　 840・6040　 840・6164

出張申告受付会場（各日とも9時30分～16時）

受付期間 2月17日㈪～3月17日㈪の月～金曜日
 ※ただし、2月23日㈰・3月2日㈰は申告を受け付けます。
受付時間 8時30分～16時
会　　場 中央区役所  3階大会議室
 2月25日㈫～27日㈭は下記の会場で行います｡

■市■民■税■・■県■民■税の
申告を受け付けます

与
野
中
央
通
り

※中央区以外の他区の会場でも申告受付できます。詳しくは市報さいたま2～3ページ（全市版）をご覧ください。
※所得税の確定申告は浦和税務署（浦和区常盤）　 833･2651で受け付けます。
　なお2月14日㈮～3月17日㈪は、受付会場がさいたまスーパーアリーナ（中央区新都心）1階展示ホールに変更になります。

無
バラのまち中央区アートフェスタバラのまち中央区アートフェスタ区民コンサート開催♪区民コンサート開催♪

 日　時  2月16日㈰
 開場 13時
 開演 13時30分（16時終演予定）
 会　場  彩の国さいたま芸術劇場
 (中央区上峰)小ホール
 問合せ  区コミュニティ課
 840･6020　 840･6161

あなたもアートフェスタ実行委員会に参加してみませんか？
　「区民コンサート」をはじめ、様々な音楽・芸術活動を行っております“アート
フェスタ実行委員会”では、私たちと一緒に活動をしてくださる方を随時募集
しております。
　もちろん、当日お手伝いをしてくださるという方についても大歓迎です。
　活動に興味があるという方は、アートフェスタ実行委員会事務局 徳永まで。
問合せ　徳永　 857・1781　 857・1876
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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
　寒い日が続
いております。
区民の皆さん
は、お元気で
お過ごしでし
ょうか。

●季節の
　変わり目に
　4日は春の
訪れを告げる
立春で、その
前日は節分となります。もともと節分とは、季節の分かれ目を意
味するため年4回ありますが、春を迎える喜びから、立春前日の
節分が最も重要視され、「節分」という言葉の代名詞となったよう
です。
　節分といえば、我が家では「豆まき」が恒例行事となっています
が、最近は住宅事情もあるためか、「鬼は外､福は内」という掛け声
もあまり聞かれなくなったような気がします。代わりに急速に
拡がってきた風習が、いわゆる「恵方巻き」で、大阪が発祥と言わ
れていますが、今や全国的な節分行事になってきたようです。
　いずれも、季節の変わり目に発生する邪気を払い、福を呼び込
もうというものです。皆さんのご家庭は「豆まき」派でしょうか、
「恵方巻き」派でしょうか？

　16日には、中央区の季節の行事「区民コンサート」が芸術劇場
で開催されます。春を呼び込む音楽を聴きにいらっしゃいませ
んか。
 中央区長　丸山 信弘

11月28日㈭、29日㈮　自治会連合会会長研修
長野県栄村にて

●さいたま中央地区更生保護女性会
子育て支援講演会「21世紀の子育て」
～先進国における絆の復活～

日　時… 3月1日㈯　13時30分～15時30分
会　場… 与野本町コミュニティセンター （中央区本町東）
講　師… 松居 和氏（元埼玉県教育委員会委員長） 
申込み… 当日、直接、上記会場へ。
問合せ… さいたま中央地区更生保護女性会
 金澤　 854・6700

●ウォーク空の会
新発見！わが町ウォークラリー
日　時… 3月2日㈰　9時30分～12時
内　容… 与野本町駅からどんぐりの森（中央区鈴谷）、
彩の国さいたま芸術劇場（中央区上峰）等をポイントにし
て約4kmを歩きます。
対　象… 区内在住の方
定　員… 60人（先着順）
申込み・問合せ…
3月1日㈯までに、電話
又はファクスで住所、氏
名、年齢、電話番号をウ
ォーク空の会 真々田へ。
・ 854・1151

●与野地区社会福祉協議会
シルバーシェフクッキングスクール
参加者募集
日　時… 3月6日㈭　10時～13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）
内　容…和食料理を学びます。
対　象… 区内在住で60歳以上の男性
定　員… 25人（応募多数の場合は抽せん）
申込み・問合せ…
2月26日㈬までに、電話又はファクスで住所、氏名、
年齢、電話番号を与野地区社会福祉協議会へ。
・ 859・5881

日　時… 2月8日㈯・9日㈰　10時～17時
会　場… 与野本町コミュニティセンター （中央区本町東）
入場料… 無料（一部体験コーナーは実費負担あり）
問合せ… 与野本町コミュニティセンター　 853・7232　 857・1096

　中央区を中心に活動しているグループによる作品展示や成果発表な
ど、大人から子どもまで「見て・体験して・食べて」楽しめるおまつりです。
　また地元で採れた野菜や、本市の友好都市である「福島県南会津町」の
特産物の販売も行います。
　みなさんお気軽にお越しください。

第6回  第6回  与野本町コミュニティセンターまつり与野本町コミュニティセンターまつり

入場
無料

参加
無料

参加
無料

　家庭児童相談室では児童に関する様々なご相談に応じ
ています。秘密は厳守しますのでお気軽にご利用くださ
い。なお、電話でも受け付けしています。 
日　時 月～金曜日（祝日を除く）
 9時～17時
場　所 区支援課内
問合せ 区支援課
 840･6063　 840･6166

家庭児童相談のご案内家庭児童相談のご案内
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