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令和２年度 北区民まつりを中止します
　北区では、毎年秋に市民の森・見沼グリーンセンターで北区民まつりを開催してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の
現状を踏まえ、来場者の健康を第一に考え、やむを得ず今年度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。

問合せ 北区民まつり実行委員会事務局（北区コミュニティ課内）　Ｔ669･6021　Ｆ669･6161

ハッピーフェスタきたまち３
さんろくまる

６０も中止します

問合せ　ハッピーフェスタきたまち実行委員会事務局（スバル興産㈱内）　Ｔ652･5710　Ｆ660･1980

　北区民まつり応援イベントとして、毎年１０月にきたまちしましま公園及びプラザノース前市民広場で開催してまいりました
ハッピーフェスタきたまち３６０につきましても、今年度は中止となりました。

★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。

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。

9月の高齢者向けすこやか運動教室

期　日 会　場
★4日㈮・18日㈮ 領家中央公園（雨天中止）
★7日㈪・23日㈬ 稲荷第2公園（雨天中止）
▲14日㈪・28日㈪ 本郷第6公園 （雨天中止）

乗合タクシー「カワセミ号」を
ご利用ください

内　容 認可保育施設の令和3年4月入所に向けた利用申請に関
する説明会

対　象 市内の認可保育施設の利用を希望する保護者
定　員 各10人（先着順）
申込み
・

問合せ
9月7日㈪～11日㈮に、電話又はファクスで、保護
者の住所・氏名・電話番号、希望日時、参加人数を、
北区支援課へ。 Ｔ669・6061　Ｆ669・6166

　土呂駅からも発着している乗合タクシー「カワセミ号」
は、令和3年8月20日㈮まで実証運行期間を延長します。
　運行経路や時刻などを記載したチラシを、区情報公開
コーナーで配布しています（市ホームページでもご覧に
なれます）。

期　日 時　間 会　場

10/1㈭
9:30～10:30

北区役所２階 Ｂ会議室
11:00～12:00

10/2㈮ 10:00～11:00
子育て支援センターきた
（北区宮原町3-432-2　岸ビル201）

10/5㈪
9:30～10:30

北区役所２階 Ｂ会議室
11:00～12:00

保育施設入所申請説明会

問合せ 交通政策課　Ｔ829・1054　Ｆ829・1979

日　時 9月27日㈰ 8時30分～17時15分
※保育施設や保育サービスの利用に関する相談は9時～15時です。
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

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)

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
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　区民の皆さん、まだまだ暑い日が続いていますが、体調はいかがですか。

　例年であれば、今頃はちょうど夏休みが終わり、子どもたちが真っ黒に日焼けし、元

気に登校する姿を見掛ける頃ですが、今年は既に、8月17日から小・中学校の2学期が始

まっています。2週間余りという、ちょっと短い夏休みとなりました。

　それでも、まだまだ小さな子どもたちは残暑の中、元気に「夏」を楽しんでいます。写

真のとおり北区役所が入っているプラザノースの正面入口前にある市民広場と、東側に

あるきたまちしましま公園の水遊びスポットでは、子どもたちで大にぎわい。水が出る

時間が違うので、交互に水遊びをする子どもたちもたくさんいます。交差点では、気を付けて横断歩道を渡ってくださいね。

　今月は、敬老の日があります。今までは各地区の民生委員・児童委員の皆さんに手渡しで敬老祝金を贈呈していただいてい

ましたが、今年度は新型コロナウイルス感染防止対策として、口座振込となりましたので、ご理解の程よろしくお願いします。

北区長　永井　正

プラザノース前市民広場にて

●ますます元気教室
　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」について学びます。

●健口教室
　かむ、飲み込む、話す際に重要な「お
口の健康」や、高齢期の栄養について学
びます。

ますます元気教室、健
け ん

口
こ う

教室 参加者募集

日　時 会　場 定員
9/29～12/1の火曜日
（11/3㈷を除く、全9回） 9:30～11:30

特別養護老人ホーム ウエル
ガーデン大宮（今羽町660-1）

7人
10/2～11/27の毎週金曜日（全9回）
14:00～16:00

介護老人保健施設 みやびの里
（別所町920）

10/20～12/1の火曜日
（11/3㈷を除く、全6回）14:00～16:00 植竹公民館

12人
10/28～12/2の毎週水曜日（全6回）
14:00～16:00 宮原公民館

《共通》
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、直接又はファクスで、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

日　時 10月8日㈭・22日㈭（全2回）
14時～15時30分

会　場 宮原公民館
定　員 10人（応募多数の場合は、抽せん）

※いずれも応募多数の場合は、抽せん

税理士による
公開税務相談会
日　時 9月9日㈬、10月6日㈫、11月17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、相続などに関する相談会
定　員 各日4組（先着順）
申込み 9月3日㈭の9時から、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 第10回 ベビーカーコンサートin北区
日　時 10月31日㈯ 10時30分～11時30分（10時開場）
会　場 プラザノース1階 ホール
定　員 150人（先着順）　※3歳以下の子どもは、保護者の膝上でご覧ください。
費　用 一般500円　小学生300円　※未就学児、障害のある方は無料
申込み
・
問合せ

9月5日㈯から、二次元コードの申し込みフォーム又はEメール
で、参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢を入力し、子育て応援 
みに北会（矢崎）へ（受付完了後、予約番号が返信されるので、
下記Eメールの受信設定をしてください）。
Ｔ090・4926・3535　Ｆ664・9996
Ｅminikitakai@ric.hi-ho.ne.jp

北区市民活動ネットワーク登録団体からのお知らせ

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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