岩 槻 区 区 民 会 議 委 員 を 公 募 しま す

第6期

あなたの力で魅力ある岩槻区を!!
区民会議は、岩槻区の地域特性を生かした参加と協働による区政を実現するため、区の
独自事業や諸課題について話し合い、結果を意見として区長に報告する協議の場です。
区民のみなさんのご意見をいただくため、平成27年度から始まる第6期岩槻区区民会議
委員を公募します。
あなたも、岩槻区の魅力あるまちづくりに参加しませんか？

第6期

グループで議論した内容を発表

岩槻区区民会議の概要

委員は20人以内で、公募のほかに区内の各種団体から推薦された委員等で構成され、任期は2年間です。
会議の開催数は隔月1回程度で、原則として平日に開催します。
必要に応じて別途部会等を開催する場合があります。
会議の会場は、岩槻区役所多目的室などを予定しています。
区の独自事業や地域の諸課題についてテーマを設定して協議します。

公募要領

募集人数▶5人程度
応募資格▶区内在住、在勤、在学の18歳以上の方
応募方法▶区役所・支所・市民の窓口・各公民館・各図書館・各コミュニティセンターに配置されている応募用紙（区
ホームページからもダウンロード可能）にご記入のうえ、直接持参・郵送・ファクス又はE-mailでお申込みください。

応募締切り▶平成27年1月30日㈮（当日必着）
結果通知▶3月上旬（応募者全員にお知らせします）
◎申込方法等、詳細については、応募用紙をご覧ください。

申込み・問合せ●区コミュニティ課 〒339-8585
3 790・0122 6790・0261

岩槻区民

防犯の集いを開催します

日 時●1月23日㈮14時〜16時
会 場●市民会館いわつき ホール
定 員●600人（当日先着順）
問合せ●区総務課 3790・0115 6790・0260

岩槻区本町3−2−5 岩槻区役所コミュニティ課
iwatsukiku-community@city.saitama.lg.jp

税理士事務所 で所得税 の 還付申告等無料相談を 行 います
期 間●2月2日㈪〜2月13日㈮※土・日・祝日及び2月4日㈬は除く
相談時間●9時30分〜12時、13時〜16時
○相談内容により、無料とならない場合がありますので、必ず事前にお問合せください。

問合せ●税理士会春日部支部事務局 3738・7470

新新 春春

※確定申告については、全市版をご覧ください。

いわつき・夢・コンサート
・コンサート
を開催します

童謡やクラシックの名曲、ポップスなどを箏
とフルートの二重奏で演奏します。
日 時●1月16日㈮12時〜 13時
会 場●ワッツ東館1階 岩槻モール（連絡通路）

区役所の
区役所
の休日窓口
休日窓口を
をご利用く
ご利用ください
ださい（毎月最終日曜日）
日時▶1月25日 8時30分〜17時15分
●主な取扱い業務…住民異動届、戸籍・国民健康保険・年金などの届出、市税・
国民健康保険税の納付及び相談など
※区役所の一部業務を取り扱います。

あや

出 演●彩
問合せ●区コミュニティ課 3790・0122 6790・0261

1月は個人市・県民税の第4期、国民健康保険税の第7期の納期です。

岩槻区コミュニティバスは
本格運行（改善運行）へ移行します
平成26年2月3日から実証運行を実施している岩槻区コミュニティバス
は、収支率などの運行条件が、市で定めた「コミュニティバス導入ガイドラ
イン」
（平成23年4月より運用）の基準に達したため、平成27年2月3日より
本格運行（改善運行）へ移行します。

運行概要

運行区間▶府内一丁目⇔岩槻駅⇔岩槻北部公民館⇔慈恩寺観音
運 行 日▶月〜金曜日の7時台〜19時台（※年末年始、土・日・祝日は運休）
運行便数▶12便／日
運
賃▶180円〜260円（対距離運賃制）
※障がい者割引制度があります。
※詳細は市ホームページ及び公共施設等にあるチラシをご覧ください。

問合せ●区総務課3790・0115

1月10日は『110番の日』
〜110番は緊急通報です〜
昨年、県警察には約67万件を超える通報が寄せら
れていますが、このうち約3割にあたる約19万件が緊
急性のない各種照会や間違い・いたずら等の通報で
した。これらの通報が、緊急を要する110番通報への
対応を遅らせる原因ともなっております。
110番は、事件や事故にあったときや、これらの事
件等を目撃したときなどに利用する緊急通報です。

急を要さない要望・相談・苦情・各種照会は
▶けいさつ総合相談センター

♯9110 又は 3048・822・9110
▶最寄の警察署

岩槻警察署3757・0110
市交通政策課●3829・1054 6829・1979

2

6790・0260

まで、お電話をお願いします。

さいたま市自治会活動功労者表彰式

まちかど通信
合併10周年記念で短編映画を製作

受賞おめでとうございます
11月5日㈬に開催され、岩槻区からは9人が受賞しました。

さいたま市と岩槻市の合併10周年を記念して、
「親子の絆、岩槻の原風景」をテーマに岩槻を
舞台にした市民参加型短編映画の製作が進んで
います。この映画は岩槻ロケーションサービスが
製作しているもので、11月24日（月・祝）に開催され
たオープンミーティングでは市民から募集したエ
ピソードの紹介と出演希望者のオーディション
が行われました。
吉永篤志監督は「合併して、旧区役所庁舎の解

竹澤 幸治 氏

写真前列右から

平田あつし 氏

︵本丸第３自治会︶

尾嶋 孝夫 氏

勇 氏

︵上里自治会︶

大塚

︵加倉第２区自治会︶

丹治三二男 氏

︵大工町自治会︶

相原 功武 氏

︵ひがし野自治会︶

︵林道町自治会︶

写真後列右から
３人目より

浅子 康二 氏

小田 幸雄 氏

︵岩槻第１区自治会︶

予定です。また、順次

︵西町第４自治会︶

この映画は来たる2月28日㈯、3月1日㈰に本
丸公民館で開催される岩槻映画祭で公開される

鈴木 義彬 氏

せたらおもしろいと思った。」と語っていました。

写真円内

記録として市民目線の日常のできごとを映像で残

︵浮谷下自治会︶

体等なくなっていく景色が多いなかで、これから先、

さいたま市内各地で
問合せ●区コミュニティ課 Ｔ790・0123 Ｆ790・0261

上映する予定ですが、
詳細は岩槻ロケーシ
ョンサービスまでお
問い合わせください。

朗読によるオーディション

介護者サロンを開催します！

費用無料

介護をされている方どうしで、日頃の悩みや不安を語り合い、情報交換
や気分転換をしませんか。お気軽にご参加ください。
日 時

会

場

問合せ

岩槻北部公民館１階 シニアサポートセンター 松鶴園
1月12日（月）13:30 〜 15:30
しょうかくえんサロン
レクリエーションルーム 3795・2653 6793・3155
1月20日（火）13:30 〜 15:30 シニアサポートセンター シニアサポートセンター白鶴ホーム
白鶴ホーム2階
介護者サロン虹
3790・3311 6790・3312

問合せ●岩槻ロケーションサービス
Ｔ757・2631 Ｆ756・3332
Ｅiwatsuki@movie.saitama.jp

こ んに ち は

区長

1月21日（水）13:30 〜 15:00
介護者サロンやまぶき

岩槻区役所
4階 第3会議室

シニアサポートセンター 社協岩槻
3758・4395 6758・8099

1月30日（金）14:00 〜 15:00
男性だけの介護者のつどい

岩槻本丸公民館
研修室3

シニアサポートセンター 社協岩槻
3758・4395 6758・8099

2月3日（火）13:30 〜 15:30
介護者サロン虹

です

あけましておめでとうございます。
区民の皆さんにおかれましては、お健やか
に新年をお迎えのことと存じます。旧年中は区政の各般に
わたりご支援とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。
本年は岩槻区が誕生して10周年を迎えます。区の特性
である自然と歴史、文化を守り、活かしながら、住民同士が
ふれあい、多世代の参加と交流による、区民が主役のまちづ
くりを進めます。そして誰もが住んで良かったと思える安
心で心豊かな満足度の高い区政運営に努めてまいります。
●二十歳のお祝い、成人式を開催
1月12日（祝）成人の日に、さいたまスーパーアリーナで
「成人式」が行われます。岩槻区で新成人となる方は1,074
人です。未来を担う若い皆さんの今後の飛躍と幸せをお祈
りいたします。

ここち東岩槻
シニアサポートセンター白鶴ホーム
（東岩槻駅北口徒歩3分） 3790・3311 6790・3312

●みんなで築こう、
安心・安全のまち
防犯意識の向上を図る
ため、1月23日（金）に「岩槻
区民防犯の集い」が市民会
館いわつきで開催されま
やまぶきまつりの
す。
「 み ん な で 築 こ う、安
放鷹体験コーナーにて
心・安全のまち」
をテーマに、
岩槻区内の自主防犯パトロール団体、自治会、学校関係者
の方々が集まり、岩槻区の防犯について考える催しです。
岩槻警察による講話、県警音楽隊による演奏が行われま
す。当日参加もできますので、ぜひお越しください。
新年にあたり、区民の皆さんの健康とご多幸を心から
お祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
岩槻区長 中井達雄
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