古墳群の散策 と 老舗料 亭昼食会

大宮魅力発見ツアー

大宮観光ボランティアガイド会の案内のもと、鴨川沿いの自然と、側ヶ谷戸古墳群の古代の雰囲気

予定散策ルート（約3km）

を感じながら散策し、老舗料亭での食事を楽しむことのできるツアーとなっています。
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3月25日

日時

8時〜13時

集合場所

大宮区役所北口玄関 8時集合・出発

対

象●区内在住で、当選通知後、2月29日㈪から3月11日㈮までの間に、
コミュニティ課まで参加費を持参して頂ける方。
定
員●50人（応募多数の場合は抽選） 参加費●2,000円（昼食代・資料代込み）
応募方法●はがき、ファクス又はEメール（1通3人まで）で、次の事項を人数分、申込み先へ。
①氏名（ふりがな）②住所 ③電話番号 ※1人1通限り有効
締 切 り●2月19日㈮必着
※抽選結果は、2月26日㈮までに、代表者全員に通知します。

問合せ・申込み

台
台耕地稲荷塚古墳
（三橋4丁目）

料亭旅館 新道山家
（堀の内町3丁目）

〒330−8501 大宮区大門町3−1
大宮区役所コミュニティ課
「大宮魅力発見ツアー」係
Ｔ646・3020 Ｆ646・3161
Ｅomiyaku-community@city.saitama.lg.jp
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な

区内児童の夏休み自由課題で、
「大宮二十景」をテーマにした絵画を募集しました。

「氷川神社」
成川 梓沙 さん

上小小学校3年

※入賞24作品を区ホームページで紹介
していますので、ぜひご覧ください。

こんに
にち
ちは

区長

「ダイダラボッチの大平公園」
三橋小学校4年 志賀 涼乃 さん

問合せ●区コミュニティ課

「大宮駅西口ターミナル」
三橋小学校6年 長塚 真弥さん

3646・3020

6646・3161

です

今月の4日に、
立春を迎えます。暦の上では、
この日から立夏の前
日までが春となります。
「立春なのに、
まだまだ寒い」などとよく言
われますが、立春は、
冬と春の分かれる節目の日である「節分」の
翌日で、
これから、
だんだん暖かくなっていきますという日です。

策し、
春の訪れを感じていただきたい
と思います。
さて、
昨シーズンJ2で優勝し、
J1に復
帰した大宮アルディージャの開幕戦が、

また、
寒さの厳しいこの時期に、
春の到来を告げる「梅」が咲き

2月27日㈯に行われます。試合に勝利

始めます。紅梅、
白梅、
枝垂れ梅など、
約500本の梅が植えられて

し、
「大宮」の名前を全国に届けてほし

「ミニ大宮」の区長・
中村佳織さん
（大宮東小６年）と一緒に

いる大宮第二公園では、
2月20日㈯から3月6日㈰まで、
「梅まつり」 いと願っています。がんばれ！
！ 大宮アルディージャ！
！
が開催されます。
ぜひ、
お出掛けになり、
咲き誇る梅を見ながら散
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大宮区長 小島 鉄朗

区民レポーターがつくる

「大宮区安全・安心のつどい」を
開催します！

大宮駅と大宮のまち

区 民の皆さんの防災、防犯 及び 交 通安 全への意
識の高揚と知 識の普及を目的に、講 習及び 講 演会
を開催します。大宮区の「安全・安心なまちづくり」
のため、皆さんのご来場をお待ちしています。

毎日大勢の乗降客で賑わうJR大宮駅に、
昨年6月に着任された、中牟田久大宮駅長に
お話を伺いました。
横浜生まれの中牟田駅長が鉄道マンに

日時●2月28日㈰ 13時30分〜15時45分

なったきっかけは、高校時代に京浜急行でア

会場●市民会館おおみや 大ホール

ルバイトをしたこと、またご家族でバスの運

内容●①警察署による交通安全講習

転手、路面電車の車掌をされていた方がいた

中牟田駅長と区民レポーター

②県警防犯指導班ひまわりによる防犯講習

ことです。ご本人も運転士になりたく旧国鉄に入社し、横須賀線の運転士と

③安全・安心講演

なり関東を中心に勤務されてきたそうです。
JRは、昨年の北陸新幹線に続き、今年3月26日には北海道新幹線が開

天 気の○
達人
演題：○

業し、大宮から函館まで最短4時間5分で行けるようになります。大宮駅は

天(あま)達(たつ)さんのお天気教室
講師：天達

武史

新幹線5路線と在来線で鉄道の結節点としての役割は大きく、乗り換えの

氏（気象予報士）

お客さまが増えるので、地元と協力して鉄道のまち大宮を盛り上げたいと
レ

気象予報士。
フジテレビ系列
「情報プレゼンターとくダネ！」
に気象キャスターとしてレギュ
ラー出演中。
わかりやすいお天気解説と
そのキャラクターでお茶の間の
人気者となっています。

ン

ケ

ツ

思っています。地元大型店との「大宮RENKETSU祭」を開催し、昨年5月に
チーム

は「TEAM大宮」を立ち上げ、大宮駅を中心として地元大宮を活性化する事
業に取り組んでいます。大宮には「氷川神社」や「鉄道博物館」
「盆栽美術館」
があり、多くのお客さまに大宮駅で降りていただき、安心して気持良く大宮
駅を利用できるようサービスに努め、お客さまを運ぶだけでなく地域に貢献
していきたいとのお話でした。お話を伺っていると、鉄道に対する熱い思い

後 援●大宮区安全なまちづくり協議会

が伝わり、大宮駅のことだけではなく鉄道のまち大宮のことも考えてくださ

問合せ●区総務課 Ｔ646・3013 Ｆ646・3160

る、地元にとって心強い中牟田駅長でした。

市民税・県民税の申告を
受け付けます

8時30分〜16時
会場

大宮区役所 6階大会議室

出張申告日 2 月 18 日㈭は開設していません。

出 張 申 告 受 付

所得税（国税）の確定申告を受け付けます
〜大宮税務署からのお知らせ〜
日 時

日 時

2月16日㈫
〜3月15日㈫の月〜金曜日
2月21日㈰・2月28日㈰

2月15日㈪〜3月15日㈫の月〜金曜日
2月21日㈰・2月28日㈰

9時〜16時
会場

さいたまスーパーアリーナ 1 階展示ホール（S2 ゲート入り口）

※上記開設期間中は、大宮税務署内に相談会場がありませんのでご注意ください。
※例年、県大宮合同庁舎で行っていた還付申告受付会場は、今年度は開設されません。

◎税理士による確定申告期間前の無料還付申告会場等、受付日時など下表のとおりです。
№

日 時▶2月18日㈭9時30分〜16時

受付日時

① ※土・日曜日、祝日を除く。なお、岩槻区内
の税理士事務所は2/2㈫も除く。

※各申告会場は、混雑が見込まれますので申
告書を作成した上でお越しください。

②

※各申告会場は、駐車場のスペースが少ないた
め車でのご来場はご遠慮ください。

③

問合せ●区課税課

Ｔ646・3040
Ｆ646・3164

会

場

2/1㈪〜2/15㈪

会 場▶三橋公民館

※大宮区以外の会場および、申告に必要なものなど
については、全市版3ページをご覧ください。

（文責 T．Murakami）

2/3㈬〜2/12㈮ 9:30〜15:30
※土・日曜日、祝日を除く。

2/8㈪〜2/12㈮
※2/11㈷も開設。

市内の各税理士事務所

北区役所

2階B会議室

関東信越税理士国民健康保険組合
保健センター（桜木町4ｰ376ｰ1）

※①・③は電話による事前申し込みが必要です。 ※給与所得や雑所得のみの方に限ります。
※申告内容や所得金額によってはお受けできない場合があります。詳しくは、関東信越税理士会大宮支部（Ｔ644・6044）へ。
※国税庁ホームページ（Ｈhttp://www.nta.go.jp/）で所得税の確定申告書の作成ができます。

問合せ●大宮税務署

Ｔ641・4945（自動音声案内）
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