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策定しましたプランについて、広く皆様にお知らせするため開催します。

［ 日　時 ］①1月14日㈭19時～　②1月16日㈯10時～
 ③1月16日㈯14時～　※各回とも同じ内容です。
［ 会　場 ］与野本町コミュニティセンター第3・4会議室（当日、直接会場へ）
［ 問合せ ］まちづくり総務課　Ｔ829・1445　Ｆ829・1976

［ 問合せ ］区コミュニティ課
 Ｔ840・6021　Ｆ840・6161

「与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン」
市民説明会

写真前列左から
松本会長、岩﨑会長、
鈴木会長、山本会長▶

　中央区の地域コミュニティの醸成や魅力あるまちづくり
の活動を行う団体に補助金を交付しています。

申請書は区コミュニティ課で配布しています。
又、市ホームページ中央区のサイトからダウンロードもできます。

http://www.city.saitama.jp/chuo/index.html
市民活動ネットワーク➡中央区活性化等推進事業
問合せ／区コミュニティ課 Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

［ 補助対象事業 ］
●区の自然、環境を生かしたまちづくりを推進する事業
●健康、福祉、安全、生活環境等を生かしたまちづくり
　を推進する事業
●区の歴史、文化、伝統を生かしたまちづくりを推進する事業
●区のコミュニティ活動の醸成を図り、活性化につながる事業
●その他区長が特に必要と認める事業
※平成28年3月11日㈮までに終了する事業

［ 補助金額 ］
事業に要する経費の4分の3の範囲で、10万円を限度とします。

平成27年度中央区活性化等推進事業補助金
をご利用ください

［ 問合せ ］ 区課税課
 Ｔ840・6040　Ｆ840・6164

市民税・県民税の申告を受け付けます

　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
会場の受付日時にご注意ください。
●各会場は駐車スペースが少ないため、お車で
のご来場はご遠慮下さい。

●所得税の確定申告については、浦和税務署
（中央区新都心）Ｔ600・5400　にお問い
合わせください。

会　　場 期　　日 受付時間

中央区役所
３階大会議室

２月１６日㈫～３月１５日㈫
（土・日曜日と２月２４日㈬～２６日㈮は除く）
※2月21日㈰・28日㈰は行います。

８：３０～
　１６：００

西与野
コミュニティホール
（中央区桜丘）

２月２４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２５日㈭
※当日、区役所では受け付けておりません。

上落合公民館
（中央区上落合）

２月２６日㈮
※当日、区役所では受け付けておりません。

●与野七福神パレード実行委員会

　縁起の良い一年を祈念し、七福神に
扮
ふん

した市民が七つの神社や寺院をパレードします。

日　時▶1月3日（日）11時30分～　※雨天中止
会　場▶氷川神社～一山神社～天祖神社～御獄社～
 円乗院～円福寺～鈴谷大堂
問合せ▶与野七福神パレード実行委員会（岩﨑）
 Ｔ・Ｆ853・9798

与野七福神仮装パレード

「コミ協」「コミ協」

　11月5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、岩﨑道行会長（仲町自治会）、松本一夫会長（上峰自
治会）、山本嘉男会長（旭町
自治会）、鈴木勝彦会長（鈴
谷第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。

さいたま市自治会活動功労者表彰

自治会に加入しましょう
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「コミ協」

児 童 セ ン タ ー か ら の お 知 ら せ

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

「親子のひろば」
●日　時
①０歳：１月13日㈬～毎週㈬11時～11時30分
②１歳：１月18日㈪～毎週㈪11時～11時30分
③２歳以上：１月14日㈭～毎週㈭11時～11時40分
④プチタイム：１月12日㈫～毎週㈫11時～11時20分
●内　容 対象年齢に合わせた親子のふ

れあい遊びや情報交換
●対　象 ①０歳児②１歳児

③２歳児以上④未就学児
 ※全て保護者の方同伴でお願いします
●問合せ 与野本町児童センター
 Ｔ855・5655　Ｆ855・5669

与野本町児童センター（中央区本町東）

「親子であそぼう」
●日　時
①０歳：１月８日㈮～毎週㈮11時～11時30分
②１歳：１月７日㈭～毎週㈭11時～11時30分
③２歳以上：１月13日㈬～毎月第２・４㈬

10時30分～11時15分
④プチタイム：１月４日㈪～毎日11時30分～11時45分
●内　容 対象年齢に合わせた親子のふ

れあい遊びや情報交換
●対　象 ①０歳児②１歳児

③２歳児以上④未就学児
 ※全て保護者の方同伴でお願いします
●問合せ 向原児童センター
 Ｔ・Ｆ834・6083

向原児童センター（中央区下落合）

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区長長

●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。七つの難を取り除
き、七つの福を与えてくれるという「七福神」が、本町通り周辺の
七つの寺社を練り歩きます。
　七福神巡りはお正月限定の行事ではありませんが、やはり、元
旦から七草までの期間に参拝すると霊験あらたかだといわれて
おり、各寺社では御朱印も集められます。
　約2時間半で一周できますので、チャレンジしてみてはいかが
でしょうか。
●新成人の皆様へ
　今年は、11日が成人の日です。中央区内では872人、市全体で
は12,637人の新成人が誕生します。未来を担う方々の新しい門

出を、心よりお祝い申し上げます。
　新成人の皆様には、ぜひ自分の将来像
を持ち、その夢に向かって、これからの道
を歩いて行って欲しいと願っています。

　新しい年を迎え、新たな気持ちで、区民
と行政の協働を図るとともに、文化・芸術
といった地域資源を生かしたにぎわいづ
くりや住民の交流を深め、心豊かなまちづくりの実現に向け、職
員一丸となって全力で取り組んで参りますので、よろしくお願
いいたします。

中央区長　大熊　研二

明けまして　おめでとうございます。
今年は申年です。申（さる）は「去る」を意味し、「悪いことが去る」「病が去る」など幸せを
運ぶものとする説があるそうです。
今年も区民の皆様が、健やかで明るく幸せに一年を過ごせることをお祈り申し上げます。

「発達相談」
●日　時 １月13日㈬　10時30分～12時
●内　容 お子さんの成長に関する悩み

や不安に応える相談会
●講　師 「杉の子園」スタッフ
 ＊「杉の子園」は心身の発達の

遅れを持つ児童を支援する施
設です

●対　象 乳幼児とその保護者
●問合せ 大戸児童センター
 Ｔ・Ｆ831・9536

大戸児童センター（中央区大戸）

 

公園のうんどう遊具などを使用し、簡単な運動を行う教室
です。タオルや飲み物を持参のうえ、動きやすい服装で、
直接会場へお越しください。参加費は無料です。

日程 時間 会場
４日㈪・18日㈪ 10:00～11:30 与野中央公園
12日㈫・25日㈪ 14:00～15:30 与野公園

※雨天の場合は、会場変更や中止になる場合があります。

対象■おおむね65歳以上の方
問合せ■区高齢介護課　Ｔ840・6067　Ｆ840・6167

1月のうんどう教室1月のうんどう教室（介護予防事業）（介護予防事業）

今月の展示～区役所食堂棟にて～

区役所食堂棟では展示を行っております。
1月は「名所写真展」です。ぜひお越しください！
［問合せ］　区総務課　Ｔ840・6013　Ｆ840・6160

第81回 光の庭プロムナード・コンサート
～ パイプと声のハーモニー ～

入場
無料

▲11月8日㈰
中央区区民まつり

土曜の午後、光が降りそそぐ会場でポジティフ・オルガン
（小型のパイプオルガン）の演奏を出演者のお話とともに楽
しむコンサート。今回は、オルガンとテノールのアンサン
ブルをお贈りします。
［日　時］　1月16日（土）

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）　1階 情報プラザ
［出　演］　原田真侑（オルガン）、佐々木洋平（テノール）
［曲　目］　J.S.バッハ:《われは満ちたれり》 BWV 82　より
 G.ベーム:「イエスよ、汝はあまりに美しく」によ

る変奏曲　ほか
［問合せ］　彩の国さいたま芸術劇場　音楽担当
　　　　　Ｔ858・5506　Ｆ858・5515
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