子氏が東京大空襲の惨禍を後世に
残すため建立した平和の母子像
「時忘れじの塔」記念式典

●消防体験フェア

方

税通知等による納税のお知らせ
の送付はしていません。

３月 日㈭まで、東京上野税務署
に開設します。相談は午前９時
分～午後５時（受付は午前８時
分から）です。
会場が混雑している場合は、受

しょう

ちゅう

じょう

きゅう

ぎょう

ちゅう

にゅうきゅう

しゅう

きゅう

りょう

しゅう

じゅう

万円を超えている方が課税事業者
となり、期限までに申告書の提出

・浅草税務署には申告書作成会場 と納税が必要です。
はありません
新たに課税事業者となる方は
台東区の方の申告書作成会場を 「消費税課税事業者届出書」を忘

●「和扇会」新舞踊・古典舞踊
▽日時 毎週水曜日

付を早めに締め切ることがありま
すので、なるべく午後４時までに
お越しください。

会 員 募 集

地震・火事・家族の「もし」に ▽定員
人（先着順）
備えて体験フェアで学びませんか。 ▽問合せ 台東区歯科医師会
▽日時 ３月３日㈯
☎（３８７４）６４３３
午前 時～午後３時
▽場所 御徒町南口駅前広場
（おかちまちパンダ広場）
▽問合せ 上野消防署
☎（３８４１）０１１９㈹
●消防署一日公開「浅草消防署に
おいでよ。
」
▽日時 ３月４日㈰
午後１時～５時
▽場所 浅草公会堂ほか
▽会費 月額３千円

ちゅう

▽問合せ ワセン
・申告書の作成は、国税庁ホーム
☎（３６５３）００１０
ページの「確定申告書等作成コー
●親子で剣道「黒門剣友会」
（初 ナー」をご利用ください
心者・親子歓迎、見学可）
税務署に出向くことなく所得税
▽日時 毎週日曜日
及び復興特別所得税、贈与税、個
午前９時 分～午後０時 分
人事業者の消費税及び地方消費税
▽場所 黒門小学校体育館ほか
の申告書等を作成できます。作成
▽会費 月額１千円
した申告書は、印刷して郵便等で
入会金１千円
提出するほか、ｅ Ｔ-ａｘ（国税電
子申告・納税システム）で、自宅
▽問合せ 田中
☎０９０（４５３９）８２３６ 等から送信することもできます
（事前手続きが必要です）
。
※詳しくは、国税庁ホームページ
をご覧ください（
「イータック
ス」で検索）
。
が っこ う や か んが っ
せい と ぼ
・郵便等で提出の方
確定申告書等の控用（手書き作
成）に税務署の受付印が必要な場
合は、控用にも署名・押印の上、
返信用封筒（切手貼付）を同封し
てください。
※申告書等にマイナンバーを記載
するほか、本人確認書類の写し
ぎょうりょう

ちゅう

れずに提出してください。
▽問合せ 東京上野税務署
☎（３８２１）９００１㈹

浅草税務署
☎（３８６２）７１１１㈹

【は～い赤ちゃん】掲載依頼書は、区ホームページの「広報たいとう」からダウンロードできます。

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
（５２４６）１０２９
☎（５２４６）１０２１

台東区町会連合会（黒田収会長）
の定例会が２月１日に開催され、

（どなたでも参加できます）
午前 時～午後２時
▽内容 消防服着装体験、防火防
▽日程 ３月９日㈮
※時間は左記へお問合せください。 災体験、お楽しみコーナーほか
▽場所・問合せ 浅草消防署（駒
▽場所 上野公園いこいの広場
形１ ５ ８）
▽内容等 海老名香葉子氏のあい
☎（３８４７）０１１９㈹
さつ、台東初音幼稚園園児・根
岸小学校児童・忍岡中学校生徒 ●東京大空襲資料展（無料）
▽日時 ３月９日㈮～ 日㈪
による合唱等
午前 時～午後５時
※林家正蔵氏・三平氏ほか参加予
▽場所 浅草公会堂展示ホール
定
※ 日㈯午後１時から、東京大空
▽問合せ 時忘れじの集いの会
襲犠牲者追悼碑前（言問橋）で
☎（３８７３）０７６０
追悼集会を行います。
▽問合せ 東京大空襲犠牲者追
悼・記念資料展実行委員会
☎（３８７６）４８５８
●第 回区民のためのやさしい健
康教室「健康寿命～その前に、そ
の後に～」
（予約不要・費用無料）
▽日時 ３月 日㈪
午後１時 分～２時５分
※講演会終了後、個別医療相談を
実施します。
▽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 蒲野俊雄氏（
（医）全仁

−
22

12

会上野病院長）
▽問合せ 下谷医師会
☎（３８３１）００７７

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。

90

●中学校夜間学級生徒募集
がっこ う そ つ
かた
小・中学校を卒業していない方
しょ じ
がっこ う
ぶん
や、諸事情により中学校で十分に
まな
かた
そうだん
おう
学べなかった方の入級の相談に応
さい
こ
かた
じます。 歳を超えた方であれば、
ね ん れ い こくせき
せいげん
年齢・国籍に制限はありません。
に ほん ご
とく
かた
また、日本語を習得していない方
に ほん ご がっ
かいせつ
のために、日本語学級も開設して
じゅ
む
います。授業料は無料です。
といあわ
すみ だ く りつぶん か
がっこう
▽問合せ 墨田区立文花中学校
すみ だ く ぶん か
ご ご
（墨田区文花１
７ 午後
じ い こう
２時以降）
☎（３６１７）１５６２
●確定申告書の提出はお早めに
平成 年分所得税及び復興特別
所得税、贈与税の申告書の提出お
よび納税の期限は、３月 日㈭ま
でです。申告書は自身で作成して
早めに提出してください。

29

110

−

−

−

30 15

を添付してください。
※浅草税務署管内の方は、左記送
付先へ送付してください。
８６５５ 台東
▽送付先 〒
区池之端１ ２
上野合同庁舎税務署事務処理セ
ンター
・消費税の申告と納税もお早めに
年分の個人事業者の消費税及
び地方消費税の申告書の提出及び
納税は４月２日㈪までです。 年
分は、 年分の課税売上高が１千
27

11

10

15

29

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。
全国瞬時警報システムの全国一
斉情報伝達訓練に伴う試験放送の
実施について ほか２件

11ch

30

･
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FAX

3月4～10日
特別編成 16日 再 17日 午後1時～5時
Ａ ●台東区議会 平成30年 第1回定例会
●こんにちは区長です（5分）
●ニュースたいとう（15分）
午前9時5分 一般質問
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
18～24日
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から ●老人クラブの名称が変わります（14分） B
●浅草・うた散歩ファイナル（20分）
のお知らせ
B
午前9時34分
●第12回 中学生サミット（14分）
●こども環境委員会 活動紹介（20分）
●住民主体の通いの場づくり 事業の紹介（6
午前9時34分 分）
午前9時54分
●東京都・台東区合同帰宅困難者対策訓練
（6分） 25～31日
午前9時54分 ●ふれあいコンサートおとあそび♪親子音楽会
B
（20分）
11～31日
C
Ａ ●シニアボッチャ体験会（14分）
●ニュースたいとう（20分）
●台東区の伝統工芸⑤（6分） 午前9時54分
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から 特別編成 31日 正午～午後7時
●台東区議会 平成30年 予算特別委員会
のお知らせ
総括質問
11～17日
●第28回 ザッカデザイン画コンペティション ○放送時間のご案内
B
（14分）
A 午前9時 B 午前9時20分
●台東区児童館合同行事 第7回「下町こども C 午前9時40分 《再放送》同じ日のそれ
ステージ」
（20分）
午前9時34分 ぞれ午後1時台と午後5時台と午後9時台
●旧作品 台東区の伝統工芸②（6分）
◇番組に対するご要望・ご感想をお待ちしています。
午前9時54分 ▷問合せ 広報課CATV担当☎（5246）1041

30

※申告書の提出後に、納付書や納

−
22
−

催しものなど
3月の区役所 制作番組案内

●ねぎし三平堂堂守の海老名香葉

平成30（2018）年 2月20日

−

10

●区民向け講演会「新たな生活習
さんしょく し
慣病・酸蝕歯にご用心」
▽日時 ３月 日㈯
午後２時～３時
※歯ブラシグッズプレゼント
▽場所 生涯学習センター３階
▽対象 区内在住か在勤（学）の
24
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