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防犯に関するホームページを作成しました。
クイズも掲載していますので、子どもの防犯意識を高めるた
めに是非ご覧ください！
問合せ　区総務課　Ｔ840・6013　Ｆ840・6160

防犯意識を高めよう！
～子どもの防犯教室～

閑静な住宅街に、古く懐かしい雰囲気の会席料理「二
に き や

木屋」（大戸4-14-2）があります。故小
林玖仁男氏が昭和30年（1955年）当時の内閣で厚生大臣であった小林英三氏の住宅を平成10年
（1998年）に増改築しながら、現在のような日本家屋となりました。2月・3月に行われる「二木
屋のひなまつり」では、1,000体以上の貴重なお雛

ひな

様で店内を飾り、2月26日㈮～3月3日㈬ま
では無料で一般公開をしています。
お子様連れでも楽しめ、会場内は写真撮影も可能ですので、桃の節句の醍醐味を味わってみてはいかがでしょうか。
※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、入場に当たってはマスクの着用や手指消毒、検温等にご協力をお願いいたします。
※新型コロナウイルスの影響により、中止する場合があります。

会　　場　区役所　3階大会議室　※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。
期　　日　2月9日㈫～3月15日㈪　※土・日曜日、祝日を除く。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　※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。
問 合 せ 南部市税事務所　個人課税課｠普通徴収第2係
 　Ｔ829･1367(さいたま市市民税・県民税申告コールセンター)　Ｆ829・6236
　　　　　※コールセンター開設期間　令和3年2月2日㈫～3月15日㈪9時～17時(土・日曜日、祝日を除く)　

二木屋のひなまつり

市民税・県民税の申告を受け付けます

ちょっとよりみち グルメ編

会席料理　毎
まい

来
ら い

　他
6,600円より　※税込・サービス料別

※新型コロナウィルスの影響により、営業時間・内容等を変更する場合があります。

本物の食と歳時にこだわ
った四季折々のお料理と
室礼を楽しめるお店です。
2月・3月は貴重なお雛様
コレクションを多数展示
しており、特別にお雛

ひな

様
仕立ての料理を楽しむこ
ともできます。

日本国登録有形文化財会席料理　二木屋(大戸4-14-2)
JR北浦和駅 徒歩約10分　
営業時間 11時～13時、13時10分～15時10分、17時30分～22時
定 休 日　原則、第１月曜日

問合せ　日本国登録有形文化財会席料理　二木屋
Ｔ825・4777　Ｆ831・2452

　　　　区コミュニティ課　Ｔ840・6021　Ｆ840・6161

自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管
を申請することができる制度です。保管制度を利用すると、
遺言書の紛失、隠

いん

匿
とく

や改ざん等を防止することができます。
問合せ さいたま地方法務局供託課 Ｔ851･1000 Ｆ851･1064

市民生活安全課 Ｔ829･1214 Ｆ829･1969

問合せ 日本国登録有形文化財会席料理 二木屋　Ｔ825･4777　Ｆ831･2452　区コミュニティ課　Ｔ840･6021　Ｆ840･6161

法務局における自筆証書遺言書保管制度

区民の皆さんが創り、ともに楽しむコンサートです。
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。
※ 会場内ではマスク着用とし、入場の際は検温、手指消毒、
連絡先の記入をお願いします。

日　時　2月21日㈰ 13時30分～(開場13時)　
会　場　彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール(上峰)
ゲスト　大

おお

谷
たに

康
やす

子
こ

(ヴァイオリン)　森
もり

田
た

義
よし

史
ふみ

(ピアノ)
問合せ　バラのまち中央区アートフェスタ実行委員会
 会長　加藤　Ｔ・Ｆ833･8909
 区コミュニティ課　Ｔ840･6020　Ｆ840･6161

区民コンサートを
開催します

入場
無料

中央区の伝統芸能の写真展です。是非お越しください。
日　時　２月１日㈪～26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

区民ギャラリーで
ひと休みしていきませんか
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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。

発達相談
発達支援事業所「杉の子園」の職員が来館します。
お子様の発達に関するお悩みや不安がある方、お
気軽にご相談ください。※秘密厳守

●日　時 ２月12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　２月５日㈮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）

歯みがき講話
歯科衛生士による歯科講話です

●日　時 ２月17日㈬ 11時～11時30分
●対　象　未就学児とその保護者
●定　員　５組（先着順）
●持ち物　歯ブラシ
●申込み　２月４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）

いきいきママすくすく相談
区支援課より家庭児童相談員が来館します。家庭やお
子さんの気になることを気軽に相談してみませんか

●日　時 ２月26日㈮ 10時30分～12時
●対　象　現在子育て中の方
●定　員　３組（先着順）
●申込み　２月19日㈮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

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℃以上又は平熱より1℃
以上高い）や風邪症状など、不調がある場合は、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 ２/８㈪・15㈪・３/１㈪ 10:00～11:30

与野公園 ２/８㈪・22㈪ 14:00～15:30

大戸公園 ２/17㈬・３/３㈬ 10:30～12:00

八王子公園 ２/12㈮ 10:00～11:30

参加
無料

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　２月28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

毎月最終日曜日は区役所の
休日窓口をご利用ください

マイナンバーカード交付業務を行います。交付通知書（ハガ
キ）の記載内容をご確認のうえ、必要書類を持参し、区民課
へお越しください。なお、転居、印鑑登録、証明発行等、他
の業務は行いませんのでご注意ください。
日　時　２月14日㈰ ８時30分～15時
問合せ　区区民課　Ｔ840・6034　Ｆ854・3462

マイナンバーカード交付専用
臨時休日窓口を開設します

日　時　２月21日㈰ 10時～15時（15分ごとの分散集合・入場）
会　場　与野本町コミュニティセンター（本町東）｠
対　象　区内在住又は在学の小学４・５・６年生
費　用　300円　　定　員　300人程度（先着順）
持ち物　参加費、マスク
申込方法　２月５日㈮20時からグループ単位（１～４名程度）
で応募ページ（Ｈhttps://yumeuta.com/chuo/）へ
※応募フォームを利用できない方は、メール（Ｅchuo@
yumeuta.com）又は電話で問合せください。
※きょうだいや友人と一緒に参加を希望する場合は、代表の
保護者の方がまとめて申込みをしてください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容は当日変更に
なる場合もありますので、ご了承ください。
問合せ NPO法人子ども劇場おやこ劇場埼玉センター「ミニ中央区」係
　　　　Ｔ090・4547・6490（今川）　Ｆ783・5772
　　　　子育て支援政策課　Ｔ829・1909　Ｔ829・1960

子どもがつくるまち
「ミニ中央区2020」参加者募集！

こんにちはこんにちは
です

こんにちはこんにちはこんにちは区区こんにちはこんにちはこんにちは
です区区区長長

　２月９日㈫から３月15日㈪まで、市民税・県民税の申告を受け付けます。皆様に納めていた
だいた税金は、さまざまな行政サービスに使われ、安定した社会生活の維持に必要不可欠なも
のです。税の申告日時・会場は、市報さいたま２月号の11ページでご確認ください。
　今年は季節性のインフルエンザに加え、新型コロナウイルス感染防止にも注意しましょう。
区民の皆様も体調を崩さぬよう気を付けてお過ごしください。

暦の上では春ということですが、まだまだ寒い日が
続いております。 中央区長　西村　徹

▲区長執務室にて

※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。


