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※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。

［ 受付期間 ］ 2月16日㈭～3月15日㈬の月～金曜日・2月19日㈰・26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22日㈬～24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。

●出張受付日（受付時間9時30分～16時）

●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。

●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 Ｔ840・6040
  Ｆ840・6164

市民税・県民税の申告を受け付けます

2月22日㈬:西与野コミュニティホール（中央区桜丘）
 23日㈭:大戸公民館（中央区大戸）
 24日㈮:上落合公民館（中央区上落合）

混雑予想（赤■…混雑　黄色■…やや混雑）
日 月 火 水 木 金 土

2/16 2/17

2/19 2/20 2/21
2/22
西与野コミュ
ニティホール

2/23
大戸公民館

2/24
上落合公民館

2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3

3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

3/13 3/14 3/15

［ 日　時 ］2月19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 音楽ホール（中央区上峰）
［ ゲスト ］矢島彩（ヴァイオリン）森田義史（ピアノ）
［ 問合せ ］区コミュニティ課　Ｔ840・6020 Ｆ840・6161

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。

区民コンサートを開催します

                 「コミ協」「コミ協」

日　時▶2月25日㈯　10時～16時（受付9時30分～15時30分）
会　場▶与野体育館（中央区下落合）
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

第10回中央区民スポーツフェスタ

●さいたま市中央区スポーツ振興会

日　時▶2月21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▶15人（先着順）　費　用▶300円
持ち物▶エプロン・三角巾
申込み・問合せ▶2月6日㈪10時から2月13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※事務所が留守の際は留守番電話に
氏名、電話番号を。折返し連絡します。

シルバーシェフクッキングスクール

●与野地区社会福祉協議会

メニューは
お楽しみ…

◀昨年の様子

▲森田　義史▲矢島　彩

入場
無料

参加
無料
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「コミ協」

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

　今回は、毎年2月10日にダルマ市が開かれる鈴谷の金毘羅堂、
樹齢千年の与野の大カヤ、そして妙行寺周辺についてご紹介し
たいと思います。
　南与野駅の西側を東北新幹線・埼京線に並行している道を
400メートルくらい北進してゆくと、前方左手方向に樹齢千年
といわれる“カヤ”が天高くそびえて見えます。昭和7年
（1932）7月25日付で国指定天然記念物に指定された、威風
堂々とした大木のカヤです。今から600年以上前の室町時代
のころから関東随一の巨木として、その名が広く知られていま
した。樹高約21メートル、目通り樹周約7.28メートル余りも
あり誠に壮大です。
　そしてその北隣の金毘羅堂には、江戸後期に作成された金毘
羅天立像が安置されています。毎年2月10日には大勢の参拝
者が早朝から見え、その前ではダルマ市が開かれていて大変に
ぎやかになります。
　また、大カヤの北側には、与野の古刹日蓮宗妙行寺がありま
す。鎌倉時代に臨済宗の寺として創建されましたが、室町時代
に高僧日英上人のすすめにより日蓮宗に改宗したお寺であり、

江戸時代には江戸幕府よ
り寺領10石を賜るくら
いの由緒あるお寺です。
　妙行寺の境内には、市
指定文化財の中央区で最
も古い正元2年（1260）銘
の板

いた

碑
び

（板石塔婆）があり
ます。これは秩父産の緑
泥片岩という石材を使っ
た中世の供養塔婆で、埼
玉県の特色的なものであ
ると聞いています。そして、境内には以前ご紹介した芭蕉門の
俳人鈴木荘丹ならびに江戸時代の天文学者稲垣田竜の墓があ
り、いずれも市指定史跡になっています。本堂の裏手には、県
指定天然記念物の樹齢600年といわれるモッコクもあります。
　まだまだ寒い日が続きますが、皆様におかれましては風邪な
どひかぬよう、お体に十分気をつけていただきたいと思います。
 中央区長　大熊　研二

暦の上では4日の立春から春となりますが、その前日の節分の日は大寒の最後の日で
寒さがピークになると言われています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

▲自治会連合会会長研修
（新潟県南魚沼市）

児 童 セ ン タ ー か ら の お 知 ら せ

※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。ささ たま市社会福祉事業団 ホ ムペ ジ（たま市社会福祉事業団 ホ ムペ ジ（h

「プチタイム」
親子のふれあい遊びや体操など
●日　時 毎週火・金・18日㈯
 11時30分～11時45分
●対　象 未就学児とその保護者
●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）

// i i j j ）も 覧くださ// i i j j ）も 覧くださ

「プチタイム」
親子のふれあい遊び、体操など
●日　時 毎日11時30分～11時45分
●対　象 未就学児とその保護者
●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）

「元気にたいそう」
●日　時 毎週月・水・金曜日
 10時30分～11時
 ※22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

大戸児童センター（中央区大戸）

 

公園の運動器具などを使用し、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。

日程 時間 会場
６日㈪・13日㈪・
20日㈪ 10:00~11:30 与野中央公園

13日㈪ ･ 27日㈪ 14:00~15:30 与野公園

１日㈬・15日㈬ 10:30~12:00 緑水苑与野・ホール
（中央区大戸）

10日㈮ 10:00~11:30 八王子公園
※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・6068　Ｆ840・6167

2月の運動教室 2月の運動教室 （介護予防事業）（介護予防事業）

参加
無料

電子マネーを騙し取るなど架空請求詐欺に注意！
～若い人ほど騙されています～

「有料動画閲覧履歴があり、未納料金が発生しています。本
日ご連絡なき場合は法的手続きに移行します…」などとい
う電子メールが来たら要注意です。相手に電話すると、コ
ンビニで電子マネーを購入したうえで、その番号を告げる
ように言われます。
※電子マネーの番号を告げると（相手がその番号を入力す
ると）お金が相手に渡ってしまいます！
［問合せ］　浦和西警察署　Ｔ（代）854・0110

区役所食堂棟では写真展示を行っております
今月の区役所食堂棟の展示は「与野七福神」です。
ぜひお越しください。
［問合せ］　区総務課　Ｔ840・6013

。
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