▽場所 浅草公会堂展示ホール
▽問合せ 東京大空襲犠牲者追悼
・記念資料展実行委員会
ＴＥＬ
（３８７６）４８５８

▽場所 生涯学習センター
▽定員
人（先着順）
▽問合せ 峰村
ＴＥＬ
０７０（６５１９）４１８１

の送付は行っておりません。
・申告書作成会場は「上野合同庁

舎２階（東京上野税務署）
」です
台東区の方の申告書作成会場を

【は～い赤ちゃん】掲載依頼書は、区HPの「広報たいとう」からダウンロードできます。

３月 日㈪まで、上野合同庁舎２
階（東京上野税務署）に開設しま

東京都台東区東上野３-１５-１４ ウエノエストビル 6F・5F
富士通オープンカレッジ上野校 ０３-５８１６-５１３８

会 員 募 集

（８月末～９月初旬に新聞に折込みチラシが入ります）
の体験は随時行っております

●ねぎし三平堂堂守の海老名香葉
子氏が東京大空襲の惨禍を後世に

※ビジネスコース・キッズプログラミングの体験も出来ます（随時）

す。受付は午前８時 分～午後４
時（提出は５時まで）です。会場

★Windows10 パソコン・タブレット（iPad）新入生大募集★

伝える「時忘れじの集い」
▽日程 ３月９日㈪

3 月10 日(火)～12 日(木)教室説明＆体験会開催

●ジャズ・ボーカルサークル「フ
ァンノーツ」

富士通の中高年向けパソコン教室

が混雑している場合は、受付を早
めに締め切ることがあります。
・国税庁ＨＰの「確定申告書等作

成コーナー」をご利用ください
画面の案内に従って金額等を入
力すれば、
税額などが自動計算
（税

制改正に対応した計算機能）され、
申告書等を作成できます。そのま
まｅ Ｔ-ａｘで送信すれば、手続
き完了です。
・消費税の確定申告をされる方へ
およ
令和元年分の消費税及び地方消
費税の申告が必要な方（課税事業
者）は、平成 年分の課税売上高
が１千万円を超えている方となり、
期限までに申告書の提出と納税が
必要です。
・郵送等による書類の送付先にご
注意ください
作成した申告書・申請書・届出
書等の書類を郵送で提出する場合
は、左記へ送付してください。
８６５５ 台東
▽送付先 〒
上野合同
区池之端１ ２
庁舎 「税務署事務処理センタ
ー」宛
▽問合せ 東京上野税務署
ＴＥＬ
（３８２１）９００１㈹
浅草税務署

ＴＥＬ
（３８６２）７１１１㈹
●消防署一日公開「浅草消防署に
おいでよ！」
▽日時 ３月８日㈰
午前 時～午後２時
▽内容 なりきり消防士体験、は
しご車搭乗体験（抽選）
、消防
車両見学・乗車体験 ほか
▽場所・問合せ 浅草消防署（駒
形１ ５ ８）
ＴＥＬ
（３８４７）０１１９㈹

この下は広告欄です。内容については各広告主にお問合せください。

「ボッチャ体験会」
▽日時 ３月８日㈰

▽日時（月２回） 火・木曜日
午後４時～５時
▽場所 生涯学習センターほか
▽会費 １回２千 円
▽問合せ 小林
ＴＥＬ
０９０（４３７７）６３４４
●長唄三味線サークル「三味線末
廣会」
▽日時 第２ ４木曜日午後６時
～８時 分
※初・中級２部制
▽場所 根岸社会教育館ほか
▽会費 月額４千円
ためなが
▽問合せ 為永
ＴＥＬ
０８０（１０７１）８００４
●着付け「つづれ会」
▽日時 火・木・金・土・日曜日
午前 時～午後０時 分、１時
分～３時、３時 分～５時
▽場所 東上野区民館ほか
▽会費 月額１千円
▽問合せ 本多
ＴＥＬ
０９０（４６１５）５４４７
500

午前９時 分受付
▽場所 上野区民館

▽場所・時間 第１会場 上野公
園輪王殿脇・午後１時
第２会場 上野東京文化会館（小
ホール・定員有）
・午後２時
分
※第１会場終了後、第２会場へ移
動（どなたでも参加可）
▽内容等 海老名香葉子氏のあい
さつ、台東初音幼稚園園児・根
岸小学校児童・インターナショ
ナルスクールの生徒による合唱
等
※林家正蔵氏・三平氏ほか参加予
定
▽問合せ 時忘れじの集い
ＴＥＬ
（３８７３）０７６０
●第 回台東区民のためのやさし
い健康教室「これって認知症？
～予防とお薬について～」
▽日時 ３月 日㈪午後１時 分
～２時 分
※講演終了後、個別医療相談を実
施（受付２時 分まで）
▽場所 台東保健所３階大会議室
※医療相談は台東保健所６階
▽講師 遠藤眞実氏（土田病院院
長）
▽問合せ 下谷医師会

・

●確定申告書の提出はお早めに
およ
令和元年分所得税及び復興特別
およ
所得税・贈与税の申告書の提出及
び納税の期限は、３月 日㈪です。
また、令和元年分の個人事業者の
およ
消費税及び地方消費税の申告書の
およ
提出及び納税は３月 日㈫までで
す。申告書はご自分で作成して、
早めに提出してください。
※申告書の提出後に、納付書や納
税通知等による納税のお知らせ

30

この欄の掲載記事は、区が主催する事業ではありません。内容
については、当事者間で責任を持っていただきます。
台東区公式ホームページ上の「広報たいとう」にも掲載します
ので、ご了承ください（了承いただけない場合は、掲載すること
ができません）。※掲載
 基準等、詳しくは左記へお問合せください。
▽問合
 せ 台東区役所広報課
ＴＥＬ
（５２４６）１０２１
（５２４６）１０２９

台東区町会連合会（三浦敏明会
長）の定例会が２月６日に開催さ
▽問合せ 上野地区健康推進委員
リーダー 大桃
ＴＥＬ
（３８２２）３０９３
台東保健所保健サービス課
ＴＥＬ
（３８４７）９４９７
●東京大空襲資料展（無料）
▽日時 ３月７日㈯～ 日㈫
午前 時～午後５時
※ 日㈫午後１時から、東京大空
襲犠牲者追悼碑前（言問橋際）
で追悼集会を実施
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れ、次の件について区役所の担当
課から説明があり、協力していく
ことになりました。
令和元年度歳末たすけあい・地
域福祉活動募金の結果について
ほか２件

▷問合せ 広報課CATV担当 TEL （5246）1041

10

3月1～7日
3月22～28日
Ａ ●講演会シリーズ江戸から学ぶ 番外編「江戸
●こんにちは区長です（5分）
B
（20分）
●ニュースたいとう（15分）
午前9時5分 の音を観る 奥浅草編」
●第9回 台東区児童館合同発表会「下町こど ●台東区立根岸幼稚園 創立130周年 記念式典
B （14分）
C
もステージ」
（20分）
●旧作品 見たい知りたい文化財「上野恩賜 ●旧作品 台東区児童館紹介（6分） 午前9時54分
C 特別編成 3月28日 正午～午後7時
公園の桜」（6分）
●旧作品 見たい知りたい文化財 台東区の文 ●台東区議会 令和2年 予算特別委員会 総括質問
化財（歴史～暮らし編）
（14分）午前9時46分 3月29日～4月4日
●ふれあいコンサート おとあそび♪親子音楽
3月8日～4月4日
Ａ 会（20分）
B
●ニュースたいとう（20分）
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
●日本近代農畜産業の発展の軌跡～江戸から昭和へ
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知らせ 激動の時代を生きた岩崎久彌とめぐる旅～（20分） C
3月8～14日
※3月8日は午前7時台・9時台・午後6時台・9時台
B
●宮中雅楽の夕べ（40分）
特別編成 3月13日 再 3月14日 午後1時～午後5時 ○ 放送時間のご案内 A 午前9時
B 午前9時20分 C 午前9時40分
●台東区議会 令和2年 第１回定例会 一般質問
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と
3月15～21日
午後5時台と午後9時台
B
●台東区の図書館 施設紹介（6分）
●第2回 芸楽祭 殺陣ワークショップ（14分）
◇番組に対するご要望・ご感想を
午前9時26分
お待ちしています。
●祝！全国大会 金賞 富士小学校 吹奏楽部
C YouTube 台東区公式チャンネル▶︎
記念演奏会（20分）

29

110

−

−

−

催しものなど

3･4月の区役所制作番組案内

16

10

−

40

ＴＥＬ
（３８３１）００７７
●遺言・相続 番（無料電話相談
会）
▽日時 ３月 日㈭午前 時～午
後３時
▽問合せ 第一東京弁護士会遺言
センター
ＴＥＬ
（３５９５）１１５４
●健康マージャン講座無料体験会
▽日時 ３月 日㈫
入門午前 時 分～正午
中級午後１時～３時
10
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●上野地区健康推進委員主催

令和2（2020）年 2月20日
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