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第18回 北区文化まつりを中止します

12月の高齢者向けすこやか運動教室

　北区では、令和3年2月にプラザノースで、北区文化まつりの開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の現
状を踏まえ、来場者と参加者の健康を第一とし、やむを得ず今回は開催を中止とすることとなりました。
　ご来場を楽しみとされていた皆様並びにご関係の皆様には大変申し訳ありませんが、次の機会に向けて準備を進めてまいり
ますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

日　時 12月27日㈰ 8時30分～17時15分
開設窓口 区民課、支援課、保険年金課
※ 開設窓口の一部業務を取り扱います。手続きにより、必要な
書類があるもの、取り扱いできないもの、当日完了しないも
のがありますので、事前にお問い合わせください。

市税の窓口も同時に開設しています

市税の窓口では、以下の業務を取り扱います。
○市税の証明書の交付
○原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車の届け出
○市税の納付

問合せ さいたまコールセンター(8時～21時)
Ｔ835・3156　Ｆ827・8656

区役所の休日窓口をご利用ください
(支所を除く)

ますます元気教室 参加者募集

問合せ 北区コミュニティ課内 北区文化まつり実行委員会事務局　Ｔ669･6021　Ｆ669･6161

★の日は、地域で自主的に行っています。
▲の日は、大砂土地区社会福祉協議会主催のいきいき運動教室です。

※いずれも雨天の場合は中止です。

時　間 10時30分～12時　　費　用　無料
持ち物 動きやすい服装（マスク着用）、タオル、飲み物
申込み 当日、直接、会場へ（参加前に自宅で検温をお願いします）。
問合せ 北区高齢介護課　Ｔ669・6068　Ｆ669・6167

音楽や運動器具などを使いながら簡単な運動を行います。

期　日 会　場
★4日㈮・18日㈮ 領家中央公園
★7日㈪・21日㈪ 稲荷第2公園
▲14日㈪・▲21日㈪・28日㈪ 本郷第6公園

ツイッターで北区の情報を発信しています

※いずれも応募多数の場合は、抽せん

日　時 会場・定員
R3.１/12～２/16の毎週火曜日（全６回）
14：00～16：00

植竹公民館　
10人

R3.１/13～２/17の毎週水曜日（全６回）
9：30～11：30

大砂土公民館　
8人

R3.１/15～２/19の毎週金曜日（全６回）
14：00～16：00

宮原公民館　
10人

R3.２/３～３/10の毎週水曜日（全６回）
14：00～16：00

日進公民館　
10人

内　容 おもりを使った「いきいき百歳体操」の体験や
体力測定、認知症予防、栄養、「お口の健康」
について学ぶ

対　象 市内在住で、65歳以上の方
申込み
・

問合せ
北区高齢介護課又は各公民館で配布する申込
書に記入し、直接、北区高齢介護課又は各公
民館へ（申込書は、区ホームページからもダ
ウンロードできます）。　
Ｔ669・6068　Ｆ669・6167

さいたま市北区役所公式アカウント @KitaSCPR
Ｈhttps://twitter.com/KitaSCPR

問合せ 北区コミュニティ課　
Ｔ669・6020　Ｆ669・6161

主な発信内容

○北区役所からの最新情報
　「市報さいたま」北区版の紹介、窓口混雑状況
○北区が主催・共催するイベント情報
　イベントの申込み時期や開催情報
○北区内の話題
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　区民の皆さん、朝夕はひときわ冷え込むようになりましたが、

いかがお過ごしですか。

　令和2年も残すところ、あと1か月となりました。今年は、世

界中で新型コロナウイルス感染拡大により、様々な社会活動が影

響を受けてしまいました。

　北区においても例外ではなく、自治会活動や地域のお祭り、運

動会などが次々と自粛となってしまいました。そして、クリスマ

ス恒例の「フィンランド公認のサンタクロースがやってくる！」

と、日進神社で行われる元日の伝統行事で、市の無形民俗文化財

にも指定されている「日進餅つき踊り」ともに、今回は中止となっ

てしまいました。とても残念です。

　そうした中、うれしいことがありました。昨年の11月中旬に、区内の市民の森・見沼グリーンセンターで開催された「農業祭」

で購入したシクラメンが夏越しし、見事な花を咲かせてくれたことです。初めて夏越しし、10月初旬に一輪の花が咲き、今

ではつぼみがたくさん出そろってきました。丹精を込めて育てたシクラメン、応えてくれてありがとう！

　どうぞ心穏やかな年末をお迎えください。 北区長　永井　正

春まで花が楽しめます

税理士による
税務相談会

日　時 令和3年1月12日㈫、2月2日㈫
15時～17時

会　場 大同生命大宮ビル4階 会議室
（大宮区吉敷町）

内　容 経理、税務、相続などに関する個
別相談会

定　員 各日4組（先着順）
申込み 12月3日㈭の9時30分から、電話

で、（公社）大宮法人会事務局へ。
Ｔ642･3121

問合せ 市民生活安全課
Ｔ829・1214　Ｆ829・1969

無 料北区推奨ジョギングコースをご活用ください

問合せ 北区コミュニティ課　Ｔ669･6020　Ｆ669･6161

 番場公園コース 　１周　500m
　北区では、一人ひとりが手軽に楽しく健康づくりに取り組むことで、だれ
もが健幸で元気に暮らせるまちづくりを進めています。その取組の一つとし
て、区内に4つの北区推奨ジョギングコースを設置しています。
　今回紹介する番場公園コースは、弾力性のある舗装となっているほか、路
面に100mごとの距離表示が設置されています。健康維持や気分転換にジョ
ギングをしてみませんか。

番場公園

N国道
16・
17号

鴨 川

日　時 令和3年1月16日㈯ 9時～11時30分
会　場 北区役所2階 B会議室
内　容 「区の色『ふかみどり』でできること」をテーマに、アイデアを出し合う
対　象 区内在住、在勤又は在学で、中学生以上の方
定　員 若干名（応募多数の場合は、抽せん）
申込み
・
問合せ

12月18日㈮（必着）までに、はがき、ファクス又はEメール（1人1通）で、住
所（在勤、在学の方は勤務地、学校名も）、氏名（ふりがな）、年齢又は学年、
電話番号を、〒331-8586　北区宮原町1-852-1　北区コミュニティ課へ。
Ｔ669・6020　Ｆ669・6161　Ｅkitaku-community@city.saitama.lg.jp

北区区民意見交換会 参加者募集

新型コロナウイルスの影響により、事業について中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。
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