
区役所の休日窓口
（支所・市民の窓口を除く）

2月26日（日）
8時30分～17時15分

区民課、支援課、保険年金課
及び市税の総合窓口

※開設窓口では、一部業務のみの取扱いとなり
ます。取扱いのできない業務、添付書類が必
要となる業務、当日完了しない業務などがあ
りますので、コールセンター又は各担当課に
あらかじめお問い合わせください。

※市税の総合窓口は、ときわ会館２階（浦和区
役所西隣）での開設となります。

開設窓口

日 時

さいたまコールセンター（8時～21時）
3835・3156　6827・8656

問 合 せ

問合せ／区高齢介護課　Ｔ829･6153 Ｆ829･6238

日　時／2月16日㈭～3月15日㈬
　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

　　　　及び2月26日㈰　9時～16時
会　場／南部市税事務所（ときわ会館内）
　　　　2階会議室（常盤）
※感染症対策のため、公民館等での
　出張申告受付は行いません。
※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。
問合せ／南部市税事務所　個人課税課
　　　　Ｔ829・1367（市・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㈬（土・日曜日、祝日を除く）

9時～17時
所得税（国税）の確定申告については浦和税務署（Ｔ600・5400）にお問い合わせください。

史跡や彫刻、絵画などを紹介します。
集合日時／3月12日㈰　9時15分（小雨決行）
集合場所／浦和駅中央改札口東西通路
解散場所／別所沼公園バス停（12時15分）
対　象／どなたでも　定　員／20人（抽選）
費　用／300円/人　  コース／徒歩約3km
申込み／3月2日㈭必着、往復はがき（1通3人

まで）で、行事名「芸術」、住所、氏
名、年齢、電話番号を、問合せ先へ。

問合せ／〒330-0055 浦和区東高砂町11-1コム
ナーレ9階メールボックスC-02　さい
たま市観光ボランティア・浦和ガイド会

　　　　Ｔ080・6538・1054

市・県民税の申告を受け付けます 浦和駅から別所沼公園まで
浦和の芸術巡り

浦和警察署

さいたま市役所
浦和区役所

南部市税事務所
（ときわ会館 2階）
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究開発は『積み重ね』。アイデアが湧いてくる瞬間のた
めに、普段からアンテナを高く張り、心身の健康維持

にも努めています――。
　浦和区に本社と工場がある株式会社住田光学ガラス。ここ
で機能性材料（表紙写真「蛍光体」など）の研究開発に携わる阿
曽さんにお話を伺いました。
　子どもの頃からものづくりに興味があり、「きれいなもの
を作りたい」とガラス研究の世界へ足を踏み入れます。
　「研究開発の仕事は『積み重ね』が大事です。いい結果も思
い通りに行かなかった結果も、それはそれとして受け入れ、
平常心を保つことを心掛けています。今の仕事は、自分にし
かできないことに挑戦できるというところに、責任とやりが
いを感じています。」と阿曽さん。

　コロナ禍で思うように実験ができないときは、様々なジャンルの文献に触れて、アイ
デアを練っていたそうです。今後の展望について伺うと、「自分が成長することで、会社
の成長にも貢献したい。」そう話す阿曽さんは、社会人ドクター（働きながら博

はく

士
し
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の取得
を目指すこと）に関心があることも教えてくれました。
　阿曽さんをはじめとする研究開発者たちの飽くなき探求心とたゆまぬ努力の『積み重
ね』が、私たちの暮らしを豊かにしてくれていることを改めて実感できました。
今回取材協力をいただきました（株）住田光学ガラスは、独創性・革新性に優れた市内の研究開発型も
のづくり企業として「さいたま市リーディングエッジ企業」に認証されています。
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▲ 会社のマスコット【ナゼ太郎】
（写真左）と一緒に。

浦和のまちをともに作り上げているあのひと、このひと。
コロナ禍での働き方や浦和のことをお聞きしました。
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浦和区絵画作品展
－まちの巨匠たちの、世代を超えた共演。－
日　時／2月22日㈬～26日㈰
　　　　10時～17時（入場は16時30分まで）
会　場／うらわ美術館（仲町）
内　容／小・中学生や公民館で活動する絵画グループの作品展示
　　　　【企画展】　中学生美術部作品  
　　　　　　　　　わたしの浦和区自慢-四季を感じる風景-
　　　　【特別展示】　浦和ゆかりの画家　斎藤三郎　
　　　　　　　　　　 「つる薔薇」　「チンチジャの町」

問合せ／区コミュニティ課　Ｔ829・6040　Ｆ829・6232

参加者
募集

【新型コロナウイルスの影響により、事業内容が変更になる場合があります。詳しくは、市ホームページや各問合せ先へ。】

詳しくは、全市版Ｐ11をご覧ください。

アートをはじめてみませんか？
日　時／2月23日㈷　10時30分～12時

会　場／うらわ美術館　

対　象／浦和区在住・在学の小・中学生

定　員／10人(抽選)

内　容／3色パステルアートで絵はがき制作

　　　　絵が苦手でも楽しく描くことができます。

申込み／2月９日㈭までに、

　　　　電子申請・届出サービス

　　　　からお申し込みください。



会場内の遊具を使った運動です。

対　象／おおむね65歳以上の方
※鹿島台公園のみ雨天中止
※調公園の2月2日㈭は室内（ふるさと亭）で実施
※自宅で検温・体調管理のうえマスクを
着けてご参加ください。

問合せ／区高齢介護課
　　　　Ｔ829･6153 Ｆ829･6238

会場 期日 時間
針ヶ谷小学校
（領家） 2/9㈭

14:00

～

15:30
鹿島台公園
(仲町)

2/2㈭・16㈭、
3/2㈭

調公園
（岸町）

2/2㈭・9㈭、
3/2㈭

すこやか運動教室

お住まいの地域の自治会活動を

ぜひご覧ください。

日　時／2月15日㈬～28日㈫

会　場／浦和区役所正面ロビー

内　容／自治会の防犯防災や清掃活動、地域活動の様子な

どを掲載した自治会広報紙の展示

問合せ／区コミュニティ課

　　　　Ｔ829・6040　Ｆ829・6232

浦和区自治会広報紙展
福祉に関する様々な困りごとを抱えている方、

どこに相談したらよいかわからない方など

を対象に、制度やサービスを紹介するほか、

適切な部署や関係機関をご案内します。

受付時間／9時～17時(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)

対　象／浦和区在住の方　　場　所／区福祉課内

問合せ／福祉まるごと相談窓口(区福祉課内)

　　　　Ｔ829・6196　Ｆ829・6238

福祉まるごと相談窓口

浦和レッズ・三菱重工浦和レッズ
レディースの選手を紹介します。浦和
のまちをサッカーで盛り上げよう!教えて! 大久保 選手

We are REDS!

 問合せ 区コミュニティ課　Ｔ829・6040　Ｆ829・6232

◆ 試合中観てほしいプレーは? 
　 そのために、どんな練習をしていますか?
ドリブル。練習から、仕掛けてチャレンジすることを意識しています。

◆ 憧れの選手は? その選手の魅力は?
日本の選手だと中村俊輔さん。海外の選手だとリオネル・メッシ選手。
同じ左利きで、見ていて楽しいプレーをするところ。

◆ プロサッカー選手になっていなかったら、どんな職業に就きたかった?
サッカー選手になれなかったときのことを考えてきませんでした。魚が好きなので、も
しサッカー選手になっていなかったら、釣り人になっていたかもしれません（笑）。

◆ 来シーズンの抱負と浦和区民に向けてメッセージ
2023シーズンはAFCチャンピオンズリーグ（ACL）2022の決勝がありますので、絶対に
勝って優勝したいです。2022シーズンはJリーグ9位という結果に終わってしまったので、
2023シーズンはより上の順位にいって、ファンやサポーターのみなさんがもっともっと
試合を観たいと思ってもらえるようなプレーをして、得点・アシストを増やしていきたい
と思っています。
浦和区民のみなさん埼スタに来て一緒に闘ってください!2023シーズンも熱い応援よろ
しくお願いします!

◆チーム歴
東京ヴェルディジュニア▶東京ヴェルディ
ジュニアユース▶東京ヴェルディユース
▶中央大学（在学中に浦和レッズの特別
指定選手）▶浦和レッズ（2021年）

浦和のまち全体が、浦和レッズ
を応援してくれていると感じる
ところ（バナーフラッグ、ポス
ターなどの街中の装飾等）。

浦和の好きなところ

梅が大好きです!梅のお
菓子が好きで、新商品には目がないです。菓子が好きで、新商品には目がないです。
好きな食べ物

 ないです!が、抹茶
はあんまり得意ではないです。
 ないです!が、抹茶
はあんまり得意ではないです。
苦手な食べ物

大久保  智明
OKUBO Tomoaki

MF:21

写真提供　浦和レッズ

試合情報は▲
こちらから

浦和レッズの選手にインタビュー

U R A W A   2 0 2 3 . 2
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こんにちは
です

にち 区ちははは
です区区区区区区区区区区長 　　　 　　　浦和区長 西林 正文

にしばやし まさ ふみこんにちは
です

にち 区ちははは
です区区区区区区区区区区長 　　　 　　　浦和区長 西林 正文

にしばやし まさ ふみ

　昨年12月に民生委員・児童委員の一斉改
選がありました。これまで委員として浦和
区のためにご尽力いただきました皆様に
は、心より感謝申し上げます。
　民生委員は、民生委員法に基づき、厚生
労働大臣から委嘱され、それぞれの地域に
おいて、常に住民の立場に立って相談に応
じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々です。
　また、児童福祉法の定めにより、子どもたちを見守り、子育ての不安や
妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う児童委員も兼ねています。
　区民の皆様には、誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、様々な
活動をしている民生委員・児童委員についてぜひ知っていただき、活動へ
のご理解とご協力をお願いします。

▲民生委員・児童委員さんと


