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南区まちづくり功労者顕彰式 記念講演 を開催します
日ごろ、地域の発展に尽力されている方々に感謝し功績をたたえる、
「南区まちづくり功労者顕彰式」を開催します。
顕彰式後に、町内会の役割や現状について確認しつつ、世界中にある同様の近隣組織を紹介し、日本の町内会との比
較を行うなど、
「これからの町内会の目指すべき姿」について講演します。ぜひ、ご参加ください。
日 時

2月1日（土） 13時30分〜16時（開場

13時）

さいたま市文化センター 小ホール（根岸1-7-1）

会

場

内

容 ・南区まちづくり功労者顕彰式

・記念講演「これからの町内会の目指すべき姿」

た

（講師:江戸川大学名誉教授・博士（社会学） 大内
定

員 220人（先着順）

づ

こ

田鶴子 氏）

参加費 無料

昨年度の様子

申込み・問合せ▶ 1月7日（火）から17日（金）までに、氏名・電話番号と参加人数を、電話、FAX又はメールで
南区コミュニティ課（Ｔ844・7131 Ｆ844・7271 Ｅminamiku-community@city.saitama.lg.jp）へ。

〜幸運をお持ち帰りください〜

開運さんぽ

地元商店会発案のコースで南浦和の魅力を再発見！

日時／1月26日㈰ 11時〜
（雨天決行）
うら わ べんてんこうえん

おお や

ば

ひ かわじんじゃ

お くらやまかんのん

こ いけべんざいてん

ふ どうそん

み たましゃ

さんのうさま

おんたけさん

うら わ べんてんこうえん

コース／浦和弁天公園〜大谷場氷川神社〜御蔵山観音〜小池弁財天〜不動尊〜御魂社〜山王様〜御嶽山〜浦和弁天公園
（約2km）
参加費／100円
（保険料） 定員／30人
（先着順）
申込み／1月6日㈪10時から20日㈪15時までに、FAX又はメールで、氏名
（ふりがな）
、電話番号を問合せ先へ。
主催・問合せ／南浦和商店会 事務所 3・6 882・3407 Ｅinfo＠minamiurawa.jp
後援／さいたま市南区

南浦和商店会

検索

市民税・県民税の申告受付を行います

ひまわりサロン（一般介護予防事業）

日時／2月17日㈪〜3月16日㈪ 9時〜16時

健康でいきいきとした毎日を送りたい方へ！

※土・日曜日、2月24日
（月・休）
を除きます。
ただし、2月23日と3月1日の日曜日は申告受付を行います。

会場／サウスピア6階 大会議室

介護予防体操や知って得するお話などを行います。
日時／1月21日㈫ 13時30分〜15時30分

申告受付

会場／シニアふれあいセンター
（サウスピア7階）

出張申告受付
（9時30分〜16時）
3月2日㈪ 東浦和公民館
3月3日㈫ 南浦和公民館

対象／概ね65歳以上の方
参加費／65歳以上の方 無料

●出張申告受付日は、サウスピアでの申告受付は行いません。
●駐車場が少ないため、車での来場はご遠慮ください。

60〜64歳の方 100円

問合せ／南部市税事務所 個人課税課 普通徴収第3係
3829・1389 6829・6236

持ち物／タオル、飲み物、上履き、筆記用具

※所得税の確定申告については、浦和税務署（3600・5400）にお問い合わせください。

問合せ／南区高齢介護課 3844・7177 6844・7277

シニアサポートセンター（地域包括支援センター）は、高齢の皆さんのさまざまな権利を守ります！
シニアサポートセンターでは、高齢の皆さんが安心していきいきと暮らせるよう、高齢者虐待の早期発見や成年後見制
度の案内、消費者被害対応など、様々な権利を守るための支援を行っています。
「悪徳商法の被害にあってしまった」
「成年
後見制度を利用したい」
などの相談がありましたら、まずはお気軽にお電話ください。
圏域

シニアサポートセンター

所在地

（地域包括支援センター）

東部圏域
中部圏域

社協みなみ
ハートランド浦和

南浦和3-46-10
鹿手袋3-15-13

西部圏域

けやきホームズ

四谷2-10-17

ニチエイマンション1階

お問合せ

3871・1230 6883・2760
3836・2929 6836・2333
3710・7555 6710・6555

※年末年始を除き、毎日窓口を開設しています。窓口開設時間は基本的に9時〜17時ですが、施設によって若干異なります。

さいたま市 南区 シニアサポートセンター

検索

圏域に関する問合せ／南区高齢介護課 3844・7178 6844・7277
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さいたま市自治会活動功労者表彰式 が開催されました
11月7日
（木）、浦和コミュニティセンターで自治会活動功労者表彰式が開催され、永年にわたる自治会での活動を通じて、住みよ
い豊かな地域社会の維持と形成のためにご尽力いただいた自治会の皆さんが表彰されました。南区からの表彰者は次の方々で
す。おめでとうございます。
南本町自治会

原田

宜亮 会長（前列一番左）

南浦和三丁目自治会

杉橋

義春 会長（前列左から二番目）

太田窪新生自治会

斉藤

幸枝 会長（前列中央）

太田窪不動入自治会

岡本

則子 会長（前列左から三番目）

曲本二丁目自治会

西川

博之 会長（右上枠内）

内谷二丁目自治会

高野橋

章 前会長（前列右から二番目）

鹿手袋一丁目自治会

佐藤

博仁 会長（前列一番右）

四谷一丁目町会

甲斐

義隆 会長（前列右から三番目）

※順不同、
（

）内は写真の位置

問合せ／南区コミュニティ課 Ｔ844・7131 Ｆ844・7271

南区明るい選挙啓発ポスター作品展を開催します
明るい選挙啓発ポスターコンクールの南区入選作品を展示
します。次世代を担う子どもたちの作品をぜひご覧ください。
期間／1月15日㈬〜28日㈫

あなたとペットの防災プランニング
〜災害から命を守るために〜
日時／1月19日㈰
（開場

会場／サウスピア3階 エントランスホール

14時〜16時

13時30分）

会場／サウスピア9階

問合せ／南区総務課 選挙・統計係

多目的ホール

講師／動物支援ナース

3844・7124 6844・7270

西村

ゆう こ

認定動物看護師
や

も おか

りょう か

裕子 氏・谷茂岡 良佳 氏

対象／どなたでも
定員／150人（当日先着順） 費用／無料

知って得する!!南区選挙セミナー

〜
「18歳選挙権」
時代の選挙啓発とは〜体験！主権者教育〜
10時〜12時

会場／サウスピア6階

大会議室

投票箱

日時／1月25日㈯
たけひこ

講師／西野 偉彦 氏（慶應義塾大学SFC研究所上席所員）
対象／さいたま市在住、在勤、在学の方
定員／100人
（先着順） 費用／無料
申込み／1月17日㈮までに、電話又はFAXで問合せ先へ。
問合せ／南区総務課 選挙・統計係
3844・7124 6844・7270

こんに
にち
ち
ちは
は

内容／○大切なペットを守るのは飼い主です
○もしもの備えは普段から
○ペットを連れて避難できますか

ほか

さいたま市 南区 あなたとペットの防災プランニング

検索

共催／南区自主防災組織連絡協議会・
さいたま市南区
問合せ／南区総務課

防災・防犯係

3844・7123

6844・7270

区 長 でですす

新年あけましておめでとうございます。
区民の皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えの

13日（月・祝）には、さいたま市成人式が、さいたまスーパー
アリーナで開催されます。市全体で新成人になられる方は

こととお喜び申し上げます。また、旧年中は、区政全般にわ

13,403人、南区では男性が994人、女性が949人となります。

たり格別のご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうござ

未来を担う皆さんの可能性に大いに期待するとともに、こ

います。

れからの輝かしいご活躍をお祈りいたします。

元号が「令和」に改められてから初めての新年を迎えました

末筆ながら、この新しい年が区民の

が、これからも区役所職員一丸となって、区民の皆様と力を

皆様方にとって素晴らしい一年であり

合わせ、 住んでよかった 、 住み続けたい と思えるまちづ

ますようお祈り申し上げまして、新年

くりに努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をお

のご挨拶とさせていただきます。

願いいたします。

南区長

宮野 良章

南区一斉避難所開設訓練にて

MINAMI

2020.1
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