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「コミ協」「コミ協」
介護者のための集いです。専門職や介護経験
者も参加します。お茶を飲
みながらゆっくり語り合い
ましょう。

［ 日　時 ］3月25日㈯
 13時30分～15時30分

［ 会　場 ］特別養護老人ホーム
 ナーシングヴィラ与野
 （中央区本町東）

［ 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

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18日㈯　13時～15時30分
会　場▶イオンモール与野 1階ローズコート（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・看護師・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

●（一社）さいたま市与野医師会

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29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 ］ 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

［ 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。

火気の取り扱いにはご注意ください!!

「消しましょう　その火その時　その場所で」　平成28年度全国統一防火標語

今月は区内を中心に活動する
ボランティアグループの紹介
です。ぜひお越しください。

［ 問合せ ］ 区総務課
 Ｔ840・6013　Ｆ840・6160

区役所1階ロビーにて、自治会の皆さんの日頃の
活動を紹介する写真展を開催します。
ぜひご覧ください。

［ 期　間 ］ 3月21日㈫～4月21日㈮
［ 問合せ ］ 区コミュニティ課
 Ｔ840・6021　Ｆ840・6161

区役所食堂棟では
写真展示を行っております

介護者サロン
『バラのまち与野のつどい』

第2回自治会活動写真展を開催します！中央区

参加
無料
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「コミ協」

～春季火災予防運動のお知らせ～

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

　区内の市立小・中学校では、今月15日に中学校4校で、22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。そ
のため、今月は、最終土曜日と日曜日に区役所窓口を開設い
たします。新たな地でのご活躍をお祈りいたします。
　最後に私ごとで恐縮ですが、私自身も3月31日をもちまし
て定年退職となります。副区長時代を含め3年間という長き
にわたり、自治会長さんをはじめ多くの団体や区民の皆さん
から温かいご支援・ご協力をいただき、区政運営に取り組むこ
とができました。心より感謝すると共にお礼を申し上げます。

中央区のさらなる発展と、皆様のご健勝、ご多幸を祈念申し
上げ、私の最後のご挨拶といたします。本当に、ありがとう
ございました。
 中央区長　大熊　研二

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。
３月は卒業など、新たな旅立ちの季節です。

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

「お絵かきタイム」
●日　時 3月10日㈮　11時～11時30分
●内　容 大きな紙を広げて、みんなで

お絵かきをします。
 ※汚れてもよい服装で来てください。
●対　象 乳幼児とその保護者
●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

フルートとピアノのミニコンサート
●日　時 ３月14日㈫　11時～11時30分
●内　容 クラシックやアニメの曲など

お子さんと一緒に楽しんでお
聴きください。

●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24日㈮　14時～15時30分
●内　容 くじ引き、参加型体験ゲーム
●対　象 小学生以上
●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
６日㈪・13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

3月の運動教室 3月の運動教室 （介護予防事業）（介護予防事業） 中央消防署の移転準備を始めました

現在の中央消防署は老朽化が著しく、敷地が狭あいなため、
中央区下落合4丁目地内の旧国家公務員宿舎を解体し、新
庁舎を建設します。
開署は平成33年度を予定しています。
スケジュールや整備する建築物等については、市ホームペ
ージをご確認ください。

［問合せ］　消防施設課
　　　　　Ｔ833・1431
　　　　　Ｆ833・7641

▲1月3日㈫ 与野七福神

▶1月26日㈭ 未
み

来
ら

くるワーク
　（与野南中学校）

中央消防署移転整備事業 検索索索
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