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区内の小・中学生を対象に交通安全標語コンクールを実施し、応募総数3,472件の中から各賞が選ばれました。
受賞された皆さんおめでとうございます。なお、標語作品の横断幕は各学校のフェンス等に掲示されます。是非、ご覧ください。

閑静な住宅街に古く懐かしい雰囲気の会席料理「二木屋」（大戸4-14-2）で例年行われている「二
木屋・春の催し ひなまつり」は、1,000体以上の貴重なお雛様で店内を飾ります。
お子様連れでも楽しめますので、桃の節句の醍醐味を味わってみてはいかがでしょうか。
【お雛様一般公開】（入場無料）　　2月26日㈯～3月3日㈭　　14時～19時　
　　※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
　　※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止する場合があります。

2月14日は、バレンタインデー。最近では、自分へのご褒美や友人同士で楽しむイベントにもなっているようです。チョコレートに合う
飲み物と言えばコーヒーが定番ですが、意外に紅茶も相性が良く、美味しさをより引き立てます。紅茶の専門家で「Tea room...7」(上落合)
の店主「紅茶王子®」こと松

ま つ

本
も と

久
ひ さ

範
の り

さんに、チョコレートに合う美味しい紅茶の淹
い

れ方を教えていただきました。

【店舗情報】「Tea room...7 (ティールームナナ)」(上落合4-13-12)/JR北与野駅徒歩約7分
　　　　　  Ｔ・Ｆ854・5234　　営業時間　11時～17時(L.o.16時30分)

二木屋のひなまつり

令和3年度交通安全標語コンクール

チョコレートと紅茶の美味しい話

問合せ 区コミュニティ課　Ｔ840・6021　Ｆ840・6161

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

問合せ さいたま市交通安全保護者の会（母の会）中央支部事務局（区くらし応援室内） Ｔ840･6027 Ｆ840･6162

<簡単ロイヤルミルクティー　1人前>
・ 市販のティーバッグ2個の紐を切る。
・ 牛乳200mlとティーバッグ2個を手鍋に入
れ、中火と強火の間で温める。
※ この時、ティーバッグをスプーンで軽く
押すと早く抽出できる。

・ 牛乳が沸き上がる手前で火を止めて、ティーバッグを取り出す。

ティーカップやマグカップに移し、
お好みで砂糖で甘味をつけたら
出来上がり!
ミルクティーと合わさることで、
チョコレートのコクや香りが口に

より広がり、チョコレートの楽しみ方が更に増します。
▲店主「紅茶王子®」
　松本久範さん

▲各賞受賞者の皆さん

▲入賞者の皆さん

■ 中央区の魅力をPRする「中央区PR協力店」募集中！応募方法など、詳しくは区ホームページへ。

中央区長賞
とびだすと　おうだんほどうも　

あぶないよ
山田　彩人さん 与野西北小学校

浦和西警察署長賞
まもりがみ　わたしのだいじな　

ヘルメット
野村　星菜美さん 与野南小学校

浦和西交通安全協会
会長賞

視界消す　ながらスマホが　
生死分け

大倉　結衣さん 与野東中学校

さいたま市ＰＴＡ協議会
中央区連合会会長賞

今行ける！　その考えは　赤信号 田口　善崇さん 与野南中学校

さいたま市交通安全保護者の会
（母の会）中央支部長賞 

ライトはね　夜道も未来も
照らせるよ

高橋　朱吏さん 八王子中学校

入
　
賞

手をあげて　小さな君を　あいずする　江﨑　帆花さん 与野本町小学校
反射ざい　命を守る　第一歩　　　　　若松　晴さん 上落合小学校
しんごうは　じぶんのみかた　むししない　髙橋　龍司さん 鈴谷小学校
手を上げて　私はここだと　合図する　川浪　真優さん 与野八幡小学校
歩きスマホ　狭まる視界　広がる危険　下阪　敦也さん 与野西中学校
点滅は　セーフじゃなくて　警告だ　　高野　遥さん 淑徳与野中学校
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会　場　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20日・27日の日曜日は受け付けます。
受付時間　９時～16時
　　　　※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、混雑状況により、入場制限や終了時刻前に受付を締切る場合があります。予めご了承ください。
問合せ　南部市税事務所　個人課税課　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　２月２日㈬～３月15日㈫９時～17時まで（土・日曜日、祝日を除く）

市民税・県民税の申告を受け付けます

こんにちはこんにちは
です区区長長

　２月の和名は「如月（きさらぎ）」です。名前の由来の一つとして、更に衣を重ねて着る
という意味の「衣更着（きさらぎ）」から取ったという説があります。
　立春の前日、３日は節分です。季節の変わり目には邪気が生じるものと考えられ、豆
まきはその邪気を払い、１年の無病息災を願う行事だと言われています。私も家で豆ま
きをして、健康に過ごせるよう願いたいと思っています。
　区民の皆様も、体調を崩されぬよう十分にお気を付けください。

暦の上では、春を迎えましたが厳しい寒さが続いています。
皆様はいかがお過ごしでしょうか。 中央区長　近藤裕司

▲中央区役所からさいたま新都心を望む

※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。

０歳児あつまれ
ふれあいあそびや交流の場としておもちゃを出して
歓談等をします。

●日　時　２月２日・９日・16日の水曜日
	 11時～11時20分
●対　象　０歳の子どもとその保護者
●定　員　各５組（先着順）
●申込み　開催日の１週間前14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）

０歳サロン
ママ同士お友だちになりませんか。 
ふれあいあそびや工作など一緒に楽しみましょう。

●日　時　２月４日・18日・25日の金曜日
	 11時～11時20分
●対　象　０歳の子どもとその保護者、	

妊婦の方
●定　員　各５組（先着順）
●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
庭や子どもの気になることを気軽に相談してみ
ませんか♪

●日　時　２月25日㈮
	 10時30分～12時00分
●対　象　現在子育て中の方
●定　員　３組（先着順）
●申込み　２月18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

会場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。

※自宅で検温のうえマスクを着用しご参加ください。
※体調不良の方は参加をお控えください。
※雨天等の場合は、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

すこやか運動教室

会　場 日　　時
与野中央公園 ２/７・14・21㈪ 10:00～11:30
与野公園 ２/14・28㈪ 14:00～15:30
大戸公園 ２/16・３/２㈬ 10:30～12:00
保健所前公園 ２/４㈮ 10:00～11:30
鈴谷公民館多目的ホール ２/18㈮ 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。年末年始を除き、
毎日開所しています。
まずは電話でお気軽にご相談ください。

【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。


