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中央区役所を会場として市民税・県民税の申告受付を行います。
●駐車スペースが少ないため、お車でのご来場はご遠慮ください。
●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。
●例年申告会場は大変混み合います。郵送による申告書の提出にご協力ください。
　感染症予防対策のため、公民館等での出張申告受付は行いません。
　混雑状況により、入場制限や終了時刻前に受付を締め切る場合があります。予めご了承ください。
会　　場　中央区役所　3階大会議室
期　　日　2月9日㈫～3月15日㈪　※土・日曜日、祝日を除きます。ただし、2月21日・28日の日曜日は受け付けます。
受付時間　9時～16時
問 合 せ　南部市税事務所個人課税課 Ｔ829・1387 Ｆ829・6236

11月18日㈬に、浦和コミュニティセンターで、さいたま市自治会活動功労者表彰式が
開催され、中央区からは3名の方が表彰されました。おめでとうございます。
<表彰者>
藤田　利彦 会長(ノースピア上落合コミュニティ部会)◀写真前列左
木野　博之 会長(寿町自治会)◀写真前列中央
建部　　博 会長(S4-Tower自治会)◀写真前列右
※撮影のため、一時的にマスクをはずしています。

問合せ 区コミュニティ課 Ｔ840・6021 Ｆ840・6161　

市民税・県民税の申告を受け付けます

さいたま市自治会活動功労者表彰式が開催されました

ちょっとよりみち おうち編

紅赤どら焼き 200円※税込

一つ一つ手づくりにこだわった、
だんご1本から気軽に買えるお店
です。埼玉県産小麦を100%使用
した紅赤どら焼きのほか、人気の
手作り和菓子を販売しています。
目にも楽しい各種どら焼きは、お
やつにもぴったりな和菓子です。

善収庵大こくや（本町東２-17-２）　JR与野本町駅東口 徒歩約1分
営業時間 10時～19時 定休日 月曜日

問合せ　善収庵 大こくや Ｔ・Ｆ856・0007
　　　　区コミュニティ課　Ｔ840・6021　Ｆ840・6161

昨年の大正時代まつりの写真を
展示しています。
是非お越しください。

今月の表紙は、区内で活躍されているアーティストの寿
じゅ

の色
しき

さんにご協力いただきました。表紙に描かれた「めで鯛」には、
区の花バラが隠されていて、新たな年の幕開けにふさわしい
縁起の良い作品となりました。
また、今月から表紙をカレン
ダーとしてもご利用いただける
ようにしましたので、一年を通
じてお気に入りの一枚を見つけ
てください。

仕事の都合等で平日窓口に来ることができない方は、是非ご
利用ください。全10区役所(支所・市民の窓口を除く)で、区役
所の一部業務を取り扱います。市税の窓口も開設しています。

日 時 １月４日㈪～29日㈮ ※土・日曜日、祝日を除く
8時30分～10時30分、13時15分～17時15分

会 場 区役所食堂棟(下落合)
問合せ 区総務課　Ｔ840･6013　Ｆ840･6160

問合せ 区コミュニティ課　Ｔ840･6021　Ｆ840･6161

日 時 １月31日㈰ 8時30分～17時15分
問合せ さいたまコールセンター　Ｔ835･3156　Ｆ827･8656

区民ギャラリーで
ひと休みしていきませんか

1月号表紙作品のご紹介毎月最終日曜日は区役所の休日窓口
をご利用ください

▲ アーティストの寿
じゅ

の色
しき

さん
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※さいたま市社会福祉事業団のホームページ（Ｈhttp://www.saicity-j.or.jp/）もご利用ください。

親子のひろば
対象年齢に合わせた親子のふれあいあそびや 
読み聞かせなど

●日時・対象
①０歳児あつまれ（０歳）
 １月13日～毎週㈬ 11時～11時30分
②ヨチヨチペンギン（１歳）
 １月18日～毎週㈪ 11時～11時30分
③ピョンピョンうさぎ（２歳以上）
 １月14日～毎週㈭ 11時～11時30分
※全て保護者の方同伴でお願いします。
●定　員　①②６組、③８組（先着順）
●申込み　開催日の１週間前10時から 

直接又は電話で
●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（本町東）

発達相談
児童発達支援事業所「杉の子園」の職員による 
幼児の発達相談を行います。日頃気になって 
いることをお気軽にご相談ください。

●日　時	 １月28日㈭ 10時30分～12時
●対　象　２歳以上の子どもとその保護者
●定　員　４組（先着順）
●申込み　１月12日㈫10時から 

直接又は電話で
●問合せ	 向原児童センター
 Ｔ・Ｆ834・6083

向原児童センター（下落合）

親子のひろば
●日時・対象
①ハイハイサロン（０歳）
　１月14日～毎週㈭ 10時30分～11時
②ヨチヨチひろば（１歳）
　１月19日～毎月第１・３㈫
　10時30分～11時
③なかよしひろば（２歳以上）
　１月26日～毎月第２・４㈫
　10時30分～11時
※全て保護者の方同伴でお願いします。
●定　員　７組（先着順）
●申込み　開催日の１週間前10時から 

直接又は電話で
●問合せ	 大戸児童センター
 Ｔ・Ｆ831・9536

大戸児童センター（大戸）

児童センターからのお知らせ

こんにちはこんにちは
です区区長長

　旧年中は、区政推進にあたり多くの方々のご協力をいただきました。心から感謝申し上げ
ます。平成13年にさいたま市が誕生して、今年は市制施行20周年になります。この節目の年
に気持ちを新たにして、中央区の多様な地域資源を活かし、住んで良かったと思えるまちの
実現に向け、職員一丸となり努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
　さて、11日は成人の日です。中央区内では976人の方が新成人となります。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。
　新しい年が皆様にとりまして素晴らしい飛躍の年となりますようご祈念いたしまして、 
年頭の挨拶といたします。

新年明けましておめでとうございます。 中央区長　西村　徹

▲羽をモチーフにした
　区役所壁画前にて

公園のすこやか遊具などを使用し、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、 
マスクを着用し、直接会場へお越しください。
※自宅で体温を測定し、発熱（37.5℃以上または平熱より
１℃以上高い）や風邪症状など、不調な場合は、参加をお控
えください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮のうえ、参加ください。

※雨天の場合は、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

すこやか運動教室

会　場 日　　時

与野中央公園 １/18㈪、２/１㈪ 10:00～11:30

与野公園 １/25㈪ 14:00～15:30

大戸公園 ２/３㈬ 10:30～12:00

八王子公園 １/８㈮ 10:00～11:30

参加
無料

シニアサポートセンター（地域包括支援センター）は、地域で
暮らす高齢者のための総合相談窓口です。
保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士、地域支え合い推
進員など、専門知識を持ったスタッフが協力し、必要な機関
と連携・調整して、問題解決のお手伝いをします。
シニアサポートセンターは年末年始を除き、毎日開所してい
ます。まずはお電話でご相談ください。

【北部圏域】 ナーシングヴィラ与野
 中央区本町東６-10-１
 Ｔ859・5375　Ｆ857・8532
【南部圏域】 きりしき
 中央区新中里２-８-６
 Ｔ858・2121　Ｆ858・6969

問合せ　区高齢介護課　Ｔ840・6068　Ｆ840・6167

シニアサポートセンターを
ご利用ください

※新型コロナウイルスの影響により、催しの中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。


