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　市報さいたま中央区版平成28年1月号から、
昔と今の風景を比べる「写真でたどる 今昔物
語」を表紙に掲載しております。
　与野市時代から馴染みがある方も、合併して
から住み始めた方もさらに中央区に親しみをも
っていただければと思います。
　不定期での掲載となりますが、よろしくお願いいたします。

［ 問合せ ］区コミュニティ課　Ｔ840・6020　Ｆ840・6161

区民会議は当日５人まで傍聴できます。
［ 日　時 ］3月16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

第７期区民会議からのお知らせ
第７回中央区区民会議を開催します

「写真でたどる　今昔物語」を始めました

　申告がお済みでない方は早めに申告会場へお越し
ください。

　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２８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。

［ 受付期間 ］ 3月15日㈫まで（土・日は除く）
［ 受付時間 ］ 8時30分～16時
［ 会　　場 ］ 中央区役所　3階大会議室
［ 問 合 せ ］ 区課税課
 Ｔ840・6040
 Ｆ840・6164 ［ 問合せ ］ 区課税課　Ｔ840・6040　Ｆ840・6164

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

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

●(一社)さいたま市与野医師会

　成人の約８人に１人が慢性腎臓病（ＣＫＤ）と言われています。
ＣＫＤにならないために今できることを今からはじめましょう！

日　時▶3月19日（土）13時～15時30分
会　場▶イオンモール与野 １階リーフコート（中央区本町西）
内　容▶○腎臓病（CKD）セミナー＆ワンポイントセミナー
 （医師・薬剤師・管理栄養士・作業療法士など）
 ○測定：In Body、血管年齢、血圧、
  呼気一酸化炭素濃度（当日整理券配布）
 ○体験：心肺蘇生法とAEDの使用

問合せ▶さいたま市与野医師会　担当：荒川・佐藤
 Ｔ852・6149　Ｆ854・6473

世界腎臓デーinさいたま中央

「コミ協」「コミ協」

［ 問合せ ］ 中央消防署　Ｔ852・9119  Ｆ857・8473

～春季火災予防運動のお知らせ～～春季火災予防運動のお知らせ～
3月1日㈫から7日㈪まで、全国一斉に春季火災予防運動を実施します。
寒い日が続き石油ストーブや温風ヒーターなど、暖房機器を使う機会もまだまだあります。
火災予防に、より一層のご協力をお願いいたします。

～消防訓練のご報告～～消防訓練のご報告～
　1月17日㈰に文化財防火デーに伴う消防訓練を上町氷川神社で実施しました。
　当日は、氏子総代会、上町自治会、自主防災会、上町ファイターズ（少年野球
団）や保護者の方にも参加していただき、災害時炊き出し訓練や、中央消防署と
さいたま市消防団本町分団の火災想定訓練、煙体験や地震体験車も来て活気ある
訓練となりました。

こんにちは、地元のさいたま市中央消防署です！！

「無防備な　心に火災が　かくれんぼ」　平成２７年度全国統一防火標語

入場
無料
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「コミ協」

～春季火災予防運動のお知らせ～

～消防訓練のご報告～

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（http://www.saicity-j.or.jp）もご覧ください。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。

与野本町児童センター・老人憩いの家交流行事

「春のお茶会」
●日　時 ３月12日㈯　14時～15時30分
●内　容 茶道のボランティアの皆さん

による「お茶」体験
●対　象 どなたでも・50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

与野本町児童センター（中央区本町東）

「春のおたのしみ会」
●日　時 ３月17日㈭

10時30分～11時30分
●内　容 おたのしみ工作、親子体操

など
●対　象 乳幼児とその保護者
●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）

「春のおたのしみ会」
●日　時 3月25日㈮　14時～15時
●内　容 くじ引き、参加型体験ゲーム
●対　象 小学生
●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）

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
　日ざしにもようやく暖かさが増し、少しずつ春の息吹を感じるようになりました

が、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

　さて、春は旅立ちの季節です。市立中学校は今月15日に、市立小学校では23日に

卒業式が行われます。今年旅立つ児童・生徒は、中央区内で約1,600人となります。

新たなスタートをお祝いするとともに、今後の輝かしい未来に期待しております。

　また、就職や転勤などに伴う引越しが、年間で最も多い時期となり、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に区役所窓口の一

部を開設いたします。普段、お仕事などでなかなか平日にお越しいただけない方は、

ぜひこの機会をご利用ください。新天地でのご活躍をお祈りいたします。

　早いもので、平成27年度も今月いっぱいとなりました。区民の皆様には、この一

年間、区の事業にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございました。

中央区長　大熊　研二

▲1月29日㈮　未来くるワーク（与野南中学校）

▲2月2日㈫　未来くるワーク（与野東中学校）

第82回 光の庭プロムナード・コンサート
～ 歴史的トランペットと小型オルガンによるさまざまな響き ～

入場
無料

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
しむ無料コンサート。
［日　時］　3月12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

1階 情報プラザ（中央区上峰）
［出　演］　大塚直哉（オルガン）、

霧生貴之（トランペット）
［曲　目］　J.Sバッハ：主よ、人の望みの喜びよ
 シャルパンティエ：《テ・デウム》より〈前奏曲〉
［問合せ］　彩の国さいたま芸術劇場　音楽担当
　　　　　Ｔ858・5506　Ｆ858・5515

 

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。帽子・タオル・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

２日㈬・16日㈬ 10:30～12:00 緑水苑与野・ホール
（中央区大戸）

７日㈪・14日㈪ 10:00～11:30 与野中央公園

14日㈪・28日㈪ 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　Ｆ840・6167

3月のうんどう教室 3月のうんどう教室 
（介護予防事業）（介護予防事業）
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