第39回

岩 槻 城 址 公 園 桜まつり

4月2日㈯・3日㈰ 10時〜16時

日時

会場

岩槻城址公園

主 な イ ベン ト

飲食物・さいたま推奨土産品の販売、フリーマーケット、
地元新鮮野菜等の販売、岩槻観光ガイドツアー（公園内）
2日▶チャリティー甘酒（数量限定）、琴演奏
の だて

3日▶野点（有料）、和太鼓演奏、岩槻ねぎ等の販売
しょう ぶ いけ

公園内（菖 蒲池周辺）堤灯及び野球場照明の点灯を行っています。
（18時〜21時）
※桜の開花時期に合わせて約2週間ライトアップ（提灯の点灯）を行います。ぜひ、夜の桜もお楽しみください。

問合せ●
問合せ
●（公社）さいたま観光国際協会

人形のまち岩槻

まちかど雛めぐり

開催期間▶3月13日

まで
場▶岩槻駅東口周辺商店街

会

3 647・8339

主なイベント

開 催中

※パンフレットは、岩槻駅前
特設案内所にて配布してい
ます。人形展示場所や、雛
めぐり限定メニュー等も掲
載していますので、是非ご
活用ください。

ひな祭りイベント 3月6日㈰

問合せ●人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり実行委員会事務局
3070・1274・4971 6757・2158

区役 所 の 休日窓口
日
場

申告期間▶3月15日㈫まで
（土・日曜日は除く）
受付時間▶8時30分〜 16時
申告会場▶岩槻区役所

4階

第1・2会議室

次の 期日は、受 付 時 間及び申告 会 場が 変わります。
区役 所では受 付 できません。

3月3日㈭9時30分〜 16時 岩槻北部公民館
3月4日㈮9時30分〜 16時 ふれあいプラザいわつき
※両会場とも駐車場に限りがあるため、
公共交通機関をご利用ください。
※申告書は郵送による提出も受け付けていますのでご利用ください。

問合せ●区課税課

3790・0142 6790・0264

引っ越しシーズンの土・日曜日に、区役所で転出入関連窓口を開設します。

時▶3月26日 ・27日 8時30分〜17時15分（市税の納税窓口・納税相談は3月27日㈰のみ開設します）
所▶全10区役所（支所・市民の窓口を除く）

主な取扱い
業務
問合せ

＊住民異動届、戸籍の届出、住民票の写しなど各種証明の発行

＊市税・国民健康保険税の納付及び相談

＊障害者手帳の返還、児童手当・児童扶養手当の届出

＊国民健康保険、国民年金などの届出

区総務課Ｔ790・0115

こ んに ちは

区長

です

Ｆ790・0260

●旅立ちの季節

春の日差しが暖かく感じられ
る頃となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。3月とい
えば、卒業の季節です。これから新しい環境へと旅立っていく皆
様のご活躍を期待しています。
私も今月末をもちまして岩槻区役所から卒業（定年退職）とな
ります。在職中は多くの皆さんからご支援・ご協力をいただきま
したことに、
心より感謝申し上げます。
最後の一年は光栄にも、
「岩槻区誕生10周年」の年でもあり、初
開催の「いわつきマルシェ」など様々な記念イベントを多くの皆
様のご協力のもと実施することができ、区民や訪れた方に岩槻の
魅力を発信することができました。お陰様で最も心に残った一
年となりました。
今後の岩槻区のますますの発展と区民の皆様のご健勝とご多
幸を祈念申し上げ、
御礼の挨拶といたします。
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市民税・県民税の申告はお済みですか？
申告がお済みでない方はお早めに申告会場へお越しください。

つるし雛めぐりも開催します。

おひな様パレード

6 647・0126

※区役所の一部業務を取扱います。

●地域コミュニティ広報紙「大ッ戸っとっと通信」
「大ッ戸っとっと通信」は、
自営業
の髙橋正二さん（大字大戸在住・55
歳）が不定期に発行している手作り
の地域コミュニティ通信で、平成16
年から発行され、
既に66号を数えま
す。内容は川通地区に住んでいる
方、スポーツ活動等の各種団体や小
通信を手にする髙橋さん
（右）
中学校のクラブ、昔の写真等を紹介
するもので、髙橋さんが取材し、登場人物の生き様や昔の話、団
体活動の成果等を取り上げ、人に焦点を当てた楽しい読み物で
す。地元の郵便局にも総集編が置かれており、ラジオ番組でも
紹介されました。通信に掲載された人は数百人にもおよび、川
通地区では次の号は誰が紹介されるのか等を楽しみにしている
方がたくさんいらっしゃるそうです。
岩槻区長 中井達雄

まちかど通信
城下町岩槻歴史散策
城下町岩槻歴史散策は、岩槻区内の名所や
史跡を巡るとともに、料亭などでの昼食を楽
①愛宕神社
しむイベントです。見学場所では、岩槻の歴
最初に訪れたのは、岩槻駅からも
史に精通したガイドからの説明があり、岩槻
あたご
。社殿は、道路か
程近い
「愛宕神社」
の歴史を学ぶことが出来ます。名所を巡るだ
おお がまえ
ら4ｍの高さの場所・岩槻城大 構 の
けでなく、区内で開催される様々な行事の見
上に建っています。
（※大構：城と城
学へ行く回もあり、毎回、趣向を凝らしたル
下町を含めて外周を堀や土塁で取り
ートを巡っています。
囲んだもの）大構の跡が残る愛宕神
1月22日（金）は「岩槻の初もうで」をテー
社で、当時の情景を思い浮かべました。 マに、岩槻の神社を巡りました。

昼食は地元の料亭で、趣のある美しい庭を見
ながら見た目も華やかなお料理をいただきました。
午後は、
「住吉神社」
「諏訪神社
（太田）
」
「秋
葉神社」と3つの神社を巡り、秋葉神社では総代
からのお話も伺いました。

いる
「八つ橋」や、岩槻城「黒門」
「裏
門」などを見学。桜や睡蓮が咲く時
期にまた来たいという声が聞かれま
した。

歴史散策のガイド役「語り部会」のメンバーを募集中！
歴史散策のガイドは、岩槻の歴史を学びながら散策の参加者に岩槻の魅力を伝える
活動を行っています。定期的に研修会も開催していますので、ガイドに自信がないと
いう方も安心してご参加いただけます。
応募方法：電話、ファクス、はがき又はＥメールで、住所、氏名、電話番号を明記の上、
問合せ先へ
※受付後、改めてご連絡いたします。

３月のうんどう教室
運動遊具を使った介護予防教室です。動きやす
い服装で、直接会場へお越しください。
開催場所

昼食へ向かう途中、岩槻城址公園
にも立ち寄り、公園の象徴となって

この企画の楽しみの一つでもあるお土産。
今回は地元で人気の洋菓子店の焼き菓子で
した。
城下町岩槻歴史散策は毎月1回行われてい
ます。知っているようで意外に知らない岩槻
に出会うことができるかもしれません。ぜひ、
皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。

③秋葉神社

受付・問合せ：
区総務課観光経済室
〒339‑8585 岩槻区本町3‑2‑5
Ｔ790・0118 Ｆ790・0260
Ｅkanko-keizai-iwatsuki
@city.saitama.lg.jp

②岩槻城址公園八つ橋

実施日

慈 恩 寺 親 水 公 園 子供広場 3日
（木）17日（木）
岩槻文化公園つどいの広場 8日（火）22日（火）
老 人 福 祉 セ ン タ ー 槻 寿 苑 9日
（水）23日（水）
時間…10時30分〜12時
持ち物…タオル、帽子、飲み物
※雨天時はお問い合わせください。
問合せ…区高齢介護課
Ｔ790・0168 Ｆ790・0267

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

３月１４日㈪１３：３０〜１５：００ 岩槻北部公民館1階
しょうかくえん介護者サロン レクリエーションルーム
３月１５日㈫１３：３０〜１５：３０ シニアサポートセンター
白鶴ホーム２階
介護者サロン虹

シニアサポートセンター 松鶴園
3795・2653 6793・3155
シニアサポートセンター白鶴ホーム
3790・3311 6790・3312
シニアサポートセンター 社協岩槻
岩槻区役所４階
３月１６日㈬１３：３０〜１５：００
介護者サロンやまぶき
第３会議室
3758・4395 6758・8099
シニアサポートセンター白鶴ホーム
３月２０日㈰１３：３０〜１５：３０
トレセン東岩槻
オレンジカフェ
3790・3311 6790・3312
３月２５日㈮１４：００〜１５：００ 岩槻本丸公民館２階 シニアサポートセンター 社協岩槻
研修室３
男性だけの介護者のつどい
3758・4395 6758・8099

皆さんの活動を市報で紹介しませんか？
区内を中心に活動している団体の皆さん、区内でクラブ活動に励む皆さん、活動の様子
を紹介しませんか？本紙で連載している「イキイキいわつき」の掲載団体を募集します。
対 象…岩槻区内で活動している団体、岩槻区内の学校の部活動
提出物…紹介文
（350字程度）、写真
（活動の様子が分かるもの、集合写真）
※提出方法等、詳しくは問合せ先へ
問合せ…区コミュニティ課 Ｔ790・0122 Ｆ790・0261
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