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北区ウォーキングイベント 参加者募集

1月の高齢者向けすこやか運動教室

　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

日　時 1月31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・市民の窓口を除く)

問合せ 北区コミュニティ課　Ｔ669･6020　Ｆ669･6161問合せ 北区コミュニティ課　Ｔ669･6021 Ｆ669･6161

日　時 3月6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・ゴール地点は、市民の森・見沼グリーンセンターとし、
　30人ごとに時差スタートとします。

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、はがき、ファクス又はＥメール（１人１通3人
まで）で、参加者全員の住所（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・6021　Ｆ669・6161　Ｅkitaku-community@city.saitama.lg.jp
※結果は、2月17日㈬までに、代表者に通知します。

★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。

※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
★8日㈮・★15日㈮ 領家中央公園
★4日㈪・★18日㈪ 稲荷第2公園
▲25日㈪ 本郷第6公園

さいたま市自治会活動功労者表彰
受賞おめでとうございます
令和2年11月18日㈬に、さいたま市自治会活動功労者表彰

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、東大成1丁目自治会長 朝見 輝幸 氏（写真前列中
央）が受賞しました。

K I T A   2 0 2 1 . 1
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～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。

・日進公民館では、出張申告受付を行いません。

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、2/21㈰・2/28㈰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ができますので、お近くの会場をご利用ください。

北区長　永井　正

　区民の皆さん、明けましておめでとうございます。寒い日が続いていますが、

いかがお過ごしですか。

　新年を迎え、晴れやかな気持ちで挨拶をさせていただいたところですが、新型

コロナウイルスの感染状況を考えると、手放しで喜んでばかりもいられず、一日

も早い収束を願うばかりです。

　そうした中、素敵な出来事がありました。全ての医療従事者に感謝の気持ちを

込めて、北区役所の隣にあるJCHOさいたま北部医療センターに向けて、疫病

をおさめると言われる妖怪「アマビエ」のフラッグが、ステラタウン北棟の西側に

掲揚されています。

　これは、プラザノースやステラタウン周辺の事業者がこの地域をにぎわいのあ

る街にしていこうと組織した団体「ノーザンハートきたまち発展会」が企画したも

ので、私もこの企画に賛同し、区民の皆さんの思いを込めてウロコの一部に色付

けをさせていただきました。夜にはライトアップもされており、植え込みの青い

イルミネーション共々とてもきれいです。

　ぜひ一度ご覧いただき、医療従事者とともに地域の皆さんでこの難局を乗り越えていきましょう。

　それではすべての方にとって、どうか幸多き一年になりますように！ 北区長　永井　正

ステラタウン北棟に掲揚されています

夜間はライトアップされています

保育の安全のためキッズ・ゾーンを設定します

問合せ 保育課　Ｔ829･1865　Ｆ829･2516

　保育施設の園外活動（散歩など）の安全確保のため、保育施
設の周辺にキッズ・ゾーンを設定しています。エリア内に路面表
示などを行うことで、通行する車両に対して、交通安全の啓発
や注意喚起を行います。
　北区内では、右図の範囲に表示しますので、園児の安全に対
する配慮をお願いします。
　なお、キッズ・ゾーンは交通規制ではありませんが、安
全のために交通ルールを守って通行しましょう。
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キッズ・ゾーンのエリア

▲路面表示イメージ

詳しくは、市ホームページをご覧ください▶

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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事 業 名 日　　時 対象・定員 申 込 み

日
進

親子すくすくタイム
「おやこヨガ」

①2/4㈭
②2/18㈭
10:00～12:00

市内在住で、
①5か月以上2歳未満の子どもと
その保護者
②2～4歳の子どもとその保護者
各10組（応募多数の場合は、抽せん）

1月15日㈮～22日㈮に、直接、電話、ファクス又
は生涯学習情報システムで、同公民館へ。

コーラスって楽しい！
「ジュニアコーラス体験講座」

2/28～3/14の毎週日曜日
（全3回） 10:00～11:30
（3/14は11:45まで）
※会場はいずれも西部文化
センター

市内在住又は在学で、小学生～
高校生　20人（先着順）

1月15日㈮から、直接、電話、ファクス又は生涯
学習情報システムで、同公民館へ。

☆さいたま市生涯学習情報システム　Ｈhttps://gakushu.city.saitama.jp/

日進公民館　〒331-0823　日進町2-1195-2　Ｔ・Ｆ663・6611

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。

さいたま市図書館ホームページ　Ｈhttps://www.lib.city.saitama.jp/

北図書館　　　　〒331-0812　宮原町1-852-1　Ｔ669・6111　Ｆ669・6115
宮原図書館　　　〒331-0811　吉野町2-195-1　Ｔ662・5401　Ｆ653・8563
大宮西部図書館　〒331-0825　櫛引町2-499-1　Ｔ664・4946　Ｆ667・7715

・・・・・・・・ 北図書館 ・・・・・・・・
❶おはなし会
日時　1月20日～2月3日の毎週水曜日
 16時～16時30分
対象　3歳以上の子どもとその保護者
定員　各20人（先着順）
❷ノースシネマサロン
日時　1月23日㈯ 14時～15時30分
内容　「奥様は魔女」（1942年）
定員　30人（先着順）

《共通》
会場　プラザノース ユーモアスクエア映写室
申込み　①は1月8日㈮、②は1月14日

㈭のいずれも9時から、直接又は
電話で、同図書館へ。

・・・・・・・  宮原図書館  ・・・・・・・
　宮原図書館は、宮原コミュニティセン
ターの施設修繕のため、3月31日㈬まで
臨時休館しています。休館中も宮原支所

（宮原駅東口）の入口脇にある専用返却ポ
ストはご利用になれます。
※年末年始（令和2年12月28日㈪17時～

令和3年1月4日㈪8時30分）はご利用に
なれません。

・・・・・・  大宮西部図書館  ・・・・・・
　大宮西部図書館は、施設修繕のため、
3月31日㈬まで臨時休館しています。

　枝が等間隔に並び、均整のとれた姿が清々しい黒松（樹高79cm×幅88cm、推
定樹齢120年）。幾層にも重なった樹皮に苔

こけ

がむし、古木として生きてきた歳月
の長さを実感させます。「青嵐」の銘を持つ本作は、今年で第95回の開催となる、
盆栽展の最高峰「国風盆栽展」において最高賞の受賞歴があり、黒松盆栽の名品と
して広く知られています。
問合せ　大宮盆栽美術館　Ｔ780・2091　Ｆ668・2323

“盆栽のまち”北区が誇る銘品の数々を不定期で紹介します。

樹種  黒松　銘  「青
せ い ら ん

嵐」

大宮盆栽美術館の

銘品コレクション

宮原児童センター　〒331-0812　宮原町4-66-13 Ｔ・Ｆ667・3808

事 業 名 日　時 対象・定員 申込み

宮
原チャレンジタイム 1/10～1/31の毎週日曜日

14:00～15:00 小学生　各8人 1月6日㈬の10時から、直接又は電話で、同セン
ターへ。

☆センターだよりは、ホームページでも確認できます。　Ｈhttp：//www.saicity-j.or.jp/tayori.html


