市民税・県民税の申告を受け付けます
［ 受付期間 ］ 2月16日㈫〜3月15日㈫の月〜金曜日・2月21日㈰・28日㈰
［ 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24日㈬〜26日㈮は出張申告受付のため、中央区役所では申告を受け付けません。
会場及び受付時間も異なりますのでご注意ください。
混雑予想表（赤■…混雑 黄色■…やや混雑）

●出張受付日（受付時間

9時30分〜16時）

2月24日㈬:西与野コミュニティホール（中央区桜丘）
25日㈭:大戸公民館（中央区大戸）
26日㈮:上落合公民館（中央区上落合）
●各会場ともに駐車スペースが少ないため、
車での来場はご遠慮ください。

日

火

水

木

金

2/16

2/17

2/18

2/19

2/25

2/26

2/24

土

2/21

2/22

2/23

西与野コミュ
ニティホール

2/28

2/29

3/1

3/2

3/3

3/4

3/7

3/8

3/9

3/10

3/11

3/14

3/15

●中央区以外の地区の会場でも申告受付ができます。
詳しくは全市版2〜3ページをご覧ください。

［ 問合せ ］ 区課税課

月

大戸公民館 上落合公民館

Ｔ840・6040
Ｆ840・6164

※所得税の確定申告は、浦和税務署（中央区新都心）Ｔ600・5400へお問い合わせください。

区民コンサートを開催します
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8組が参加します。
芸術のまち中央区を象徴する「彩の国さいたま芸術劇場」で、
様々な音楽をお楽しみください。

ࡊࡠߩࠫࡖ࠭ࠨ࠶ࠢࠬ
᳃ߩߺߥߐࠎߩว Ṷᄼ߿
໒ޔวᄼߥߤ
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入場
無料

時 ］2月14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）
音楽ホール
［ ゲスト ］山中一毅（ジャズサックスプレーヤ−）
［ 問合せ ］区コミュニティ課 Ｔ840・6020 Ｆ840・6161
［日

▲山中一毅

▲昨年の様子

ਛᄩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖද⼏ળ「コミ協」߆ࠄߩ߅⍮ࠄߖ
●さいたま市中央区スポーツ振興会

●与野地区社会福祉協議会

第9回中央区民スポーツフェスタ
日 時▶2月11日㈷ 9時30分〜16時
会 場▶与野体育館（中央区下落合）

シルバーシェフクッキングスクール

参加
無料

対

象▶区内在住・在勤の方

内

容▶ビーチボールバレー・ファミリーバドミントン・ミニテニス・
ヨーガ教室・ボーリング・フリーバスケット・輪投げ 等

申

込▶当日会場にて

問合せ▶さいたま市中央区スポーツ振興会事務局（新井）
Ｔ853・3997

2

日 時▶2月24日㈬ 10時〜13時30分頃
会 場▶与野本町コミュニティセンター 調理室（中央区本町東）
対

象▶区内在住の60歳以上の男性

定

員▶25人（応募多数の場合 抽選）

費

用▶300円

メニューは
お楽しみ…

持ち物▶エプロン・三角巾
申込み・問合せ▶2月15日㈪までに、住所・氏名・年齢・電話番号を
電話またはファクスで与野地区社会福祉協議会へ Ｔ・Ｆ859・5881

児童センターからのお知らせ
与野本町児童センター（中央区本町東）

向原児童センター（中央区下落合）

「つくってあそぼう」

与野本町児童センター・老人憩いの家交流行事

「プラバンでオリジナルプレート作り」
●日

時

２月16日㈫〜19日㈮
いずれも15時30分〜16時30分
●対 象 未就学児とその保護者・小学生
各日10組
高齢者…各日10名
●申込み 当日会場にて（先着順）
●問合せ 与野本町児童センター
Ｔ855・5655 Ｆ855・5669

●日

時

●内 容
●持ち物
●対 象
●問合せ

２月24日㈬〜27日㈯
いずれも15時30分〜16時30分
キラキラカード
（L判大）
作り
写したい絵・油性ペン
どなたでも
向原児童センター
Ｔ・Ｆ834・6083

区民会議は当日５人まで傍聴できます。
［日 時］ ２月24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 Ｔ840・6020 Ｆ840・6161

2月のうんどう教室（介護予防事業）

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。
時間

会場

１日㈪・８日㈪・15日㈪ 10:00〜11:30
８日㈪・22日㈪

与野中央公園
緑水苑与野・ホール
10:30〜12:00
（中央区大戸）
14:00〜15:30
与野公園

※緑水苑与野に参加の方は上履きをご持参ください。
※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

こんにち
にちは

区長

Ｆ840・6167

です

はら

入場
無料

［日
［会
［内

時］ ２月６日㈯ 14時00分〜15時30分
場］ 特別養護老人ホーム ナーシングヴィラ与野１階
容］『楽しく続けよう、
認知症予防！
〜日常生活のつみ重ねから〜』
［講 師］ 地域包括支援センターナーシングヴィラ与野職員
［申込み・問合せ］ 地域包括支援センターナーシングヴィラ与野
Ｔ859・5375 Ｆ857・8532

第8回与野本町コミュニティセンターまつり
多彩な会場行事でコミセン中がまつり一色に染
入場
まります。
大人から子どもまで
「見て・体験して・
無料
食べて」
楽しめるお祭りです。
［日 時］ ２月13日㈯・14日㈰ 10時〜16時30分まで
［会 場］ 与野本町コミュニティセンター
（中央区本町東）
［内 容］ 利用団体による発表・展示
［問合せ］ 与野本町コミュニティセンター
Ｔ853・7232 Ｆ857・1096

使用する豆は、お祓いを行った炒った
大豆で、豆を神棚に供えてから撒く地方
もあるそうです。炒り豆を使用するのは、
節分は旧年の厄災を負って祓い捨てられ
るものであるため、撒いた豆から芽が出
▲12月12日㈯
Candle Art Night
ては不都合であったためであるというこ
とです。
豆まきの掛け声は通常「鬼は外、福は
内」でありますが、地域や神社によってバ
リ エ ー シ ョ ン が い ろ い ろ あ る そ う で、
「鬼」の付く姓の家庭もしくは鬼が付く地
▲12月15日㈫
名の地域では「鬼は内」の掛け声が多いそ
第2回ロビーミニコンサート
うです。
いずれにいたしましても、大きい声で豆まきを行い、皆様も旧
年の厄を祓い、寒さを吹き飛ばして元気にお過ごしいただけれ
ばと思います。
中央区長 大熊 研二
ま

寒い日が続いていますが、いかがお過ごしですか。
２月３日は節分です。節分は、本来各季節の始まりの日（立春・
立夏・立秋・立冬）の前日のことを指し、
「季節を分ける」ことを意
味しています。しかし、江戸時代以降は特に立春（今年は2月4
日）の前日を指す場合が多く、大寒の最後の日であるため、寒さ
はこの日がピークであると言われています。
また、豆まきのルーツは、宇多天皇の時代に、鞍馬山の鬼が出
て来て都を荒らすのを、祈祷し鬼の穴を封じて、三石三升の炒り
豆（大豆）で鬼の目を打ちつぶし、災厄を逃れたという故事伝説
が始まりと言われています。
季節の変わり目には邪気が入りやすいと考えられており、新
しい年を迎える前に邪気を祓って福を呼び込むために、宮中行
事として追儺（ついな）という行事が行われるようになり、その
行事のひとつ豆打ちのなごりが豆まきというわけです。
とう

時 毎週月・水・金曜日
10時30分〜11時
※24日㈬を除く
●内 容 体操・手遊び・読み聞かせなど
●対 象 未就学児とその保護者
●問合せ 大戸児童センター
Ｔ・Ｆ831・9536

健康・介護予防講座

第６回中央区区民会議を開催します

３日㈬・17日㈬

「元気にたいそう」
●日

※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。

第７期区民会議からのお知らせ

日程

大戸児童センター（中央区大戸）

い
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