
2

vt

問合せ 北区コミュニティ課　Ｔ669･6021 Ｆ669･6161

さいたま市自治会活動功労賞表彰
受賞おめでとうございます

★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。

1月の高齢者向けすこやか運動教室

期　日 会　場
★7日㈮・★21日㈮ 鍛冶自治会館
★4日㈫・★17日㈪ 稲荷第2公園（雨天時:中止）
▲24日㈪ 本郷第6公園 （雨天時：大砂土ふれあいの里）

日　時 1月30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。

当日は、市税の窓口も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・市民の窓口を除く)

　令和3年11月16日㈫に、さいたま市自治会活動功労賞表彰
式が開催され、長年にわたり自治会活動に尽力された自治会
長の皆さんが表彰されました。
　北区では、サザンフォート自治会長 中澤 正勝 氏（写真前
列左側）、ブランズ大宮宮原自治会長 宮

みや

道
じ

 恵司 氏（写真前列
右側）が受賞しました。

ますます元気教室 参加者募集
日　時 2月3日～3月10日の毎週木曜日（全6回）

14時～16時
会　場 日進公民館
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
定　員 10人（応募多数の場合は抽せん）
申込み 1月20日㈭（必着）までに、北区高齢介護課又は

日進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日進公民館へ（申込書は区
ホームページからダウンロードすることもで
きます）。

問合せ 北区高齢介護課　
Ｔ669・6068　
Ｆ669・6167

日　時 3月5日㈯ 9時～12時　※小雨決行
内　容 大宮盆栽村・市民の森周辺を周回するウォーキングコース（約4.5km）を

クイズラリーで巡る（スタート・ゴールは、市民の森・見沼グリーンセン
ターとし、20人ごとに時差スタートとします）※ゴールした方には記念
品を差し上げます。

対　象 区内在住、在勤又は在学の方　※小学生以下は、保護者同伴
定　員 60人（応募多数の場合は、抽せん）
申込み
・
問合せ

2月1日㈫（必着）までに、電子申請システム又ははがき（1人1通3人まで）で、応募者全員の住所
（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、代表者の氏名を、
〒331-8586 北区宮原町1-852-1 北区コミュニティ課へ。Ｔ669･6020　Ｆ669・6161
※結果は代表者に通知します。

北区ウォーキングイベント 参加者募集

電子申請システムはこちら▶

さいたま市誕生20周年記念
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　北区役所では、3月頃に
満開の菜の花で区民の皆さ
んを迎えられるよう、11月
から菜の花を育てています。
種まきから発芽、開花まで
の様子を写真とともに、区

ホームページで公開しています。ぜひご覧ください。
　また、皆さんが育てている菜の花の様子を
北区コミュニティ課へお知らせください。区
ホームページなどで紹介させていただきます。

菜の花を育てています

問合せ 北区コミュニティ課　Ｔ669･6020　Ｆ669･6161

　生活自立・仕事相談センター北では、経済的に困ってい
る方を対象とした就職活動などの
支援を行っています（生活保護受
給世帯の方を除く）。
　相談支援員による面接のうえ、
お申し込みいただき、プランを作
成して支援を行います。

生活自立・仕事相談センター北
をご利用ください

開設期日 月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）
開設時間 ９時～17時（12時～13時を除く）
問合せ 北区福祉課内 生活自立・仕事相談センター北

Ｔ669・6056　Ｆ669・6167

　明けましておめでとうございます。

　区民の皆さんにおかれましては、穏やかに新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げ

ます。

　さいたま市は平成13年に誕生し、20周年を迎えました。北区では、昨年の11月にステ

ラタウンにフラワーウォールを設置し、20周年をお祝いしました。人間に例えると、よ

うやく成人式を迎えたところです。

　今年は２年ぶりに、成人式が三部制で開催されます。新成人の晴れの門出をお祝いした

いと思います。さいたま市全体では約1万3,000人、北区では約1,600人の方が成人式を

迎えます。

　実は私、40年前に上尾市の成人式で、成人代表として誓いの言葉を述べた経験がありま

す。そのときに、「レッツ�ビギン！（さあ、何かを始めよう！）」と誓ったことを覚えていま

す。なんでもいいですから、一歩踏み出してみませんか、何かが変わると思いますよ。

　「一陽来復（冬が終わって、春（新年）がくること。悪いことが続いた後、物事が良い方向

に向かうこと）」。何かと不便の多い今日ですが、この言葉のように、こうした状況が一日

でも早く解消され、平穏な日常が戻って希望に満ちた年となりますように！
北区長　永井　正

昔の名前で出ています（笑）
※上尾市「広報あげお」
　昭和57年2月1日号より抜粋

さいたま市は20歳、私は60歳

～新型コロナウイルス感染症
拡大防止にご協力ください～

　申告会場は、大変混み合います。郵送
での申告受付も行っていますので、ご利
用ください。

問合せ 北部市税事務所 個人課税課　Ｔ646･3104　Ｆ646･3164

所得税（国税）の確定申告については、大宮税務署へ。
Ｔ641･4945（自動音声案内）

開設期間
2/9㈬～3/15㈫
※土・日曜日、祝日を除きます。ただし、2/20㈰・27㈰は開設します。

受付時間 9:00～16:00
会　　場 北区役所2階 B会議室

※北区以外の会場でも申告できますので、お近くの会場をご利用ください。

市民税・県民税の申告受付を行います

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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