
区役所代表　　3622・1111　6620・2760
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会　場 期　間 受付時間

西区役所2階
大会議室

2/17㈪～3/16㈪
（土・日曜日・2/24(月・休日)及び3/4
㈬～6㈮を除く)
※ただし2/23（日・祝日）、3/1㈰は実施

9時～16時

植水公民館 3/4㈬ 9時30分～
16時馬宮コミュニティセンター 3/5㈭、6㈮

● 申告会場は大変混み合い、受付まで長時間お待ちいただくこともありますの
で、申告書はご自宅で作成の上、郵送でご提出ください。
● 西区以外の区役所会場でも申告受付を行っております。
● 各会場とも、駐車場に限りがございますので、お車での来場はご遠慮ください。

※詳しくは、全市版9ページをご覧ください。
※左記期間中は、大宮税務署内での申告相談は行っていませんので、ご注意ください。
※国税庁ホームページ(Ｈhttps://www.nta.go.jp/)内「確定申告書等作成コー
ナー」で所得税の確定申告書の作成ができます。

問合せ●さいたま市市民税・県民税申告コールセンター Ｔ829・1367 Ｆ646・3164
　　　　※コールセンター開設期間：２/4㈫～３/16㈪ 8時30分～17時（土・日曜日・祝日・休日を除く）

■申告受付会場日程

会　場 さいたまスーパーアリーナ　1階展示ホール

期　間 2/17㈪～3/16㈪ （土・日曜日を除く）
※ただし2/24（月・休日）・3/1㈰は実施

受付時間 9時～16時 問合せ●大宮税務署　3641・4945（自動音声案内）

市民税・県民税の申告を受け付けます

確定申告を受け付けます　～大宮税務署からのお知らせ～

※■の日は大変混雑が、■の日は混雑が予想されます。
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入所を受付しています入入入入入所所所所所ををををを受受受受受付付付付付しししししててててていいいいいままままますすすすす

名称 住所 電話
指扇風の子 西大宮1-47-1-1F 623・1030
指扇そらの子 西大宮1-47-1-2F 622・0133
指扇にじのこ 西大宮1-49-9 625・1231
指扇北のびのび 中釘1691 623・8550
指扇北すくすく 中釘1538-1 626・2979
さくらそう　わかば 西遊馬583-1 622・5451
さくらそう　ふたば 佐知川809-2 871・8008
キッズクラブおおみや西あおぞら 三橋6-382-1 699・3840
キッズクラブおおみや西つばさ 三橋6-382-1 699・3840
大宮西児童クラブ 佐知川1112 623・3831
キッズクラブまみや西 飯田新田189-2 778・9577
かたつむり学童クラブ宮前 北区日進町1-190-5 877・4057

西区学区内 民設放課後児童クラブ （令和元年11月30日現在）

　小学１年生から６年生までの、放課後に保護者が就労や
疾病等の事情により、児童クラブの利用を必要とする児童
を対象に、入所申込を受付しています。

問合せ●西区支援課　3620・2661　6620・2766
※入所に係る問い合わせは各クラブまでお願いします。

まち
ののの話 題

OWN OPICS

日 時●2月22日㈯　13時開演(開場12時30分)
会 場●指扇北小学校　体育館
※履物の用意がありませんので、ご持参ください。
※写真・ビデオ等の撮影は禁止です。※車での来場はご遠慮ください。

問合せ●指扇北小学校 Ｔ622・4131 Ｆ624・2358

指扇北小学校合唱部は、今年度は
NHK全国学校音楽コンクール埼玉県
コンクールで銀賞を受賞するなど、熱
心に活動を行っています。この機会に、
素敵な歌声を聴いてみませんか。

指扇北小学校合唱部 第６回定期演奏会

Y
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コンサート

身近な情報を西区コミュニティ課までお知らせください　Ｔ 620･2620 Ｆ 620･2671

西区のホームページでも地域の情報を配信しています！ 検索さいたま市西区HP

ウォーキング講習会 写真展「#フォトジェニシク」
　正しい歩き方を学び、内野地区に残る歴史と自然を訪ね
る実践ウォーキングを行います。
日　時●２月20日㈭　9時30分～12時
会　場●西部文化センター　第1・2集会室（三橋6-642-4）他
対　象●西区在住、在勤、在学の方 　定　員●30人(抽選)
申込み●2月14日㈮9時までに、FAX、Eメール又は直接
持参で、①講座名②住所③氏名（ふりがな）④電話番号⑤性
別を記入し、下記問合せ先へ。
問合せ●西区コミュニティ課　Ｔ620・2620 Ｆ620・2671
　　　　Ｅnishiku-community@city.saitama.lg.jp

　Instagram・Twitterでみなさんから募集した西区の写
真を展示しています。ぜひ、お越しください。
展示期間●2月28日㈮まで
会　　場●西区役所１階　多目的室

問合せ●西区コミュニティ課　Ｔ620・2620 Ｆ620･2671

♪曲目
●わたしはこねこ
●学校へ行きたい
●歌よありがとう…

他



水と緑と花のまち  西区
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健康応援！いきいきシニア情報
事業名 内容・対象 日時 会場 問合せ

健康・介護に
関する
無料相談会

健康・介護を中心とした悩みのあ
る方を対象に、西区在宅介護支援
センター職員等による相談会を開
催します。（湯けむり横丁は別途
入館料が必要となります）

2/20㈭ 13:00～15:00 ウェルシアさいたま佐知川店
西区高齢介護課
Ｔ620・2667　Ｆ620・2762

2/27㈭ 13:00～15:00 湯けむり横丁

高齢者すこやか
運動教室

無理なく楽しく運動する介護予防
教室です。動きやすい服装で、飲
み物とタオルをお持ちの上、当日
直接会場へお越しください。65
歳以上の方対象。参加費は無料で
す。（植水公民館は、遊具修繕の
状況により中止の可能性有）

2/7･14㈮ 10:00～11:30 植水公民館　多目的広場※雨天中止

西区高齢介護課
Ｔ620・2668　Ｆ620・2762

2/14㈮ 10:00～11:30 内野公民館　多目的ホール※運動に適した室内履きをご準備ください

2/14･21㈮ 10:00～11:30 滝沼川第2遊水地　遊水地西側
※雨天中止

2/14･28㈮ 10:00～11:30 プラザ中央公園※雨天中止

介護者サロン
介護をしている方同士、悩みや不
安、疑問などの情報交換を通して
交流を図っていますので、お気軽
にご参加ください。

2/20㈭ 13:30～15:00 プライエボーリ湯澤
南部圏域
シニアサポートセンターくるみ
Ｔ622・8103　Ｆ622・8104

2/25㈫ 13:30～15:00 内野公民館２階会議室
北部圏域
シニアサポートセンター三恵苑
Ｔ620・1312　Ｆ782・5751

▲西区スポーツ振興会の皆さんと

西区長　岡 村　彰

検索さいたま市 西区長メッセージHP ▶

　西区ホームページの「区長からのメッセージ」の中でも、区内
の情報などを配信していますので、そちらもご覧ください。

　スポーツ振興会は、さいたま市の10区それぞれに組織
されるスポーツ振興団体で、各区が持つ特徴を活かした
スポーツイベントを行うことで、区民のスポーツ振興と
コミュニケーションの活性化を図ることを目的に活動し
ています。
　西区スポーツ振興会は、自治会や体育振興会、スポー
ツ推進委員連絡協議会、青少年育成会、ＰＴＡなど地域
の様々な団体で組織し、年間を通じて、ソフトボールや
バレーボール、グラウンドゴルフ大会などを開催してい
ます。
　また、駅からハイキングや西区ふれあいウォークラリー
大会など区のイベントへも多大な協力をいただいており、
特に西区ふれあいまつりのスポーツイベントコーナーの
運営では、スポーツ振興団体としてのスキルを最大限に
発揮し、区民が楽しく体を動かすことへのサポートをい
ただいています。
　また、来月14日㈯には、西区の自転車イベント「第7回 

西
さい

来
く

るフェスタ」が大宮けんぽグラウンドで開催されます。
　西区スポーツ振興会には開催当初から企画など内容の
充実に協力いただいております。
　今回も楽しい参加型イベント盛り沢山でお待ちしてい
ます。皆さんぜひお越しください。

第11回さいたま市みどりの功労賞表彰式
　11月11日に第11回さいたま市みどりの功労賞表彰式が開催され、花植えや除草等の花壇活動を通じてみどりの保全や
緑化の推進に寄与した、西区で活動する次の団体が表彰されました。おめでとうございます。

問合せ●西区コミュニティ課 Ｔ620・2621 Ｆ620・2671

( 株 ) アルファー運輸（写真前列左から2人目）

さいたま市花いっぱい運動推進会大空子ども会（写真前列右から2人目）

＜びん沼川沿いの花壇＞
（株）アルファー運輸

＜内野本郷自治会館前の花壇＞
大空子ども会
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