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※申告がお済みでない方はお早めに
　申告会場へお越しください

申告期間 3月17日㈪まで
（土・日曜日は除く。但し、3月2日の日曜日は行って
います。）
受付時間 8時30分～16時
申告会場 中央区役所3階大会議室
問 合 せ 区課税課
 840・6040　 840・6164

　4月1日現在の原付バイクなどの所有者には軽自動車税が課税
されます。
　手続きが遅れると平成26年度も課税される場合があります。        
　詳しくは、市報全市版10ページをご覧ください。

対象者
廃棄、盗難・紛失した、又は市外へ
転出するなど、さいたま市内で原付
バイクなどを所有しないこととなった方

問合せ　区課税課　 840・6040　 840・6164

市民税・県民税の申告は
お済みでしょうか？

原付バイクなどの
廃車手続きをお忘れなく

第66回  光の庭プロムナード・コンサート

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 1階情報プラザ(中央区上峰)
内　容… 土曜の午後にパイプオルガンの音楽を気軽にお楽しみ
 いただくオープンスペースでのコンサート。
出　演…桒形亜樹子（オルガン・ソロ）
曲　目… デ・カベソン : 騎士長の唄による変奏曲
 ティトゥルーズ：めでたし海の星　ほか
問合せ… 彩の国さいたま芸術劇場  音楽担当
 858・5506　 858・5515

うた・唄・歌 ～世界の古歌を巡って～ 
入場
無料

photo：加藤英弘

　全国のサークルK、サンクス、セブン‐イレブン、ファミリーマート、
ローソン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。

対象証明書 利用時間
12／29～1／3及び機器メンテナンス日を除く

手数料

住民票の写し

6：30～23：00 1件 200円
印鑑登録証明書

個人市民税・県民税証明書
（所得・課税・非課税・納税証明書）
※本人の最新年度分

戸籍全部・個人事項証明書
※市内本籍で同一戸籍のもの 9：00～17：00

（土・日曜日、祝・祭日を除く）

1件 450円

戸籍の附票の写し
※市内本籍で同一戸籍のもの

1件 200円

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

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
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こんにちはこんにちは
です

にちはにちは 区区はは です区区区区区区長長
　厳しい寒気も、桃の節句
の時期になるとさすがにゆ
るみ始め、春の便りが少し
ずつ聞こえてきます。皆さ
んはいかがお過ごしでしょ
うか。

●ご卒業おめでとう
　ございます
　3月は卒業など、新たな旅
立ちの季節です。
　区内の市立小・中学校では、今月14日に中学校4校で、24日に
は小学校8校で卒業式が行われ、合わせて約1,600人の児童・生徒
の皆さんが巣立ちます。子どもたちはもとより、ご家族の方々も
様々な感慨をお持ちのことでしょう。新たなスタートをお祝い
するとともに、未来を担う子どもたちの健やかな成長を願ってお
ります。
　また、この時期は、就職や転勤に伴う引越しシーズンともなり、

区役所の窓口は大変な混
雑となります。このため、
今月は、最終土曜日と日
曜日も区役所窓口を開設
いたします。開設時間や
取扱い業務など、詳しく
は区報の今月号巻頭もご
覧ください。

 中央区長　丸山 信弘

12月21日㈯
キャンドル アート ナイトにて

1月3日㈮　七福神仮装パレードにて

振り込め詐欺が多発！振り込め詐欺が多発！
～電話であなたを騙

だ ま

します～

これらは、『詐欺』です。
このような電話がかかってきたら、
⇒　　家族や警察に確認する！　　
　　　確認できるまで、お金を渡さない！　  

あなたの家に、息子、公共機関、業者などを装ってあなたの家に、息子、公共機関、業者などを装って
次のような電話がかかってきませんか？次のような電話がかかってきませんか？

「 会社の金で株を買って損失を出し、
 補てんしなければならない。
 来週返すからお金を貸してほしい。」

「 金融商品の取引で名義を貸したでしょう。
 警察に捕まらないためにキャンセルの手続きを
 しますので、○○万円を支払ってください。」

「△△会社に投資をしませんか。

 絶対に儲
もう

かります。
 高騰します。元本は保証します。」

「 国民年金の戻りがあります、
 コンビニに行って
 ATMを操作してください。」

問合せ　浦和西警察署 854・0110㈹

第6期区民会議からのお知らせ

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。区民会議は5人まで傍聴できます。
日　時 3月12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

第6回中央区区民会議を開催します

　少年消防団は、年間を通じて消防職員と一緒に、規律訓練・救助訓
練・救急訓練・県外研修などを実施し、楽しみながら消防・防災の知識
を学んでいます。また、消防出初式や消防フェア等へも参加し火災
予防の普及につとめています。                    
　4月から一緒に活動してくれる新規団員を募集します。

対　象 区内在住の小学4～6年生
定　員 20人程度（先着順）
費　用 無料（昼食代・飲料水代が自己負担となる場合があります。）
申込み・問合せ
 3月3日㈪から電話で、中央消防署へ。

852・9119

さいたま市中央少年消防団員募集！！



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN ([')
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


