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

▽場所 隅田公園リバーサイドギ
ャラリー

▽場所 旧坂本小学校（下谷１

●ブルーファイターズＳＣ（ＢＦ
キッズ、体験・見学可）
▽日程 日曜日（月２回程度）

はありません
台東区の方の確定申告書作成会
場は、３月 日㈭まで、東京上野
）に開
税務署（池之端１ ２
設しています。会場が混雑してい

る場合には、受付を早めに締め切
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。

【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。

子歓迎、見学・体験可）
くための、はじめの一歩」
●所得税及び復興特別所得税・贈
▽日時 毎週火・金曜日
▽日時 ３月 日㈭
与税の申告と納税はお済みですか
午後７時～９時
年分の所得税及び復興特別所
午後２時～４時
得税、贈与税の申告と納税は３月
▽対象 区内在住か在勤・在学で、 ▽場所 駒形中学校体育館ほか
▽会費 月額３千円（保険料含む）
日㈭までです。
子育て中の女性
入会金５千円
人（先着順）
・浅草税務署内に申告書作成会場
▽定員
▽問合せ 藤田
▽講師 倉辻七美氏（マザーズハ
☎０９０（８６８６）６３３８
ローワーク日暮里就職支援ナビ
ゲーター）
▽場所・申込み・問合せ 小島社
会教育館
☎（３８６１）５０６３
●皮革手芸講習会（小銭・小物・

８）ほか
▽対象 幼稚園部、新年長・年中

（先着順）
▽会費 年額６千円
▽問合せ 小坂
☎０９０（２３３７）７６３６

●「子育て応援とうきょうパスポ
ート」のアプリ配信がスタートし
ました
都では、中学生以下の子供や妊
娠中の方がいる世帯に対して、企
業や店舗等が商品の割引や粉ミル
クのお湯など、さまざまなサービ
スを善意で提供する「子育て応援
とうきょうパスポート事業」を実
施しています。
アプリでは都内の２千店を超え
る協賛店のほか、
「赤ちゃん・ふ

22

期限間際になると会場は大変な混
雑が予想されますので、申告書は
早めに提出してください。また、
納税には便利な振替納税をご利用
ください。
・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と納税は４月
２日㈪までです。
年分の課税売上高が１千万円
を超えている方は、 年分は課税
事業者となり、期限までに申告と
納税が必要です。
・申告書を作成するときは
国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」を利用する
と、税額などが自動計算された、
所得税及び復興特別所得税、贈与
税、個人事業者の消費税及び地方
消費税の申告書等の作成ができま
す。作成した申告書等は、印刷し

18

らっと事業」登録施設や小児救急

●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集（予約制）

▽講座名・日時
・書類作成セミナー ４月４日

㈬・ 日㈬午前 時
・ヤング集中支援セミナー（ 歳
以下で全日程参加できる方）
４月 日㈪・ 日㈫・ 日㈬
（全３回）午後１時
▽場所・申込み・問合せ ハロー
ワーク上野
＃
☎（３８４７）８６０９

10

17

次のいずれかに該当する方①

歳以上 歳未満 ②大学を卒業
した 歳以上 歳未満（見込含
む） ③ 歳未満で修士課程を
修了（見込含む）
▽申込締切日 ５月１日㈫
▽１次試験日 ５月 日㈯、 日
㈰
※入隊は 年３月下旬～４月上旬
▽申込み・問合せ 自衛隊台東出
張所

☎（３８３１）３５５５

18

16

−

年４月１日現在、

22

13

29

▽応募資格

12

カード入れ、室内装飾品等）
▽日時 ４～９月の火・土曜日
（ど
ちらかの曜日）午後１時～４時
かばん
▽場所 東京鞄会館（蔵前４
３）
▽定員（先着順） 火曜日 人、
土曜日 人
▽費用 月額４千円（共用費）
※材料・工具代は実費
▽申込み・問合せ 全国皮革振興
会☎（３８６５）７４５７
●ＮＰＯ法人ＡＰＬ・パラカウン
セリング研究所「傾聴カウンセリ
ング研修説明会」
▽日時 ４月 日㈯
午後１時～３時
▽場所 生涯学習センター 会議
室
～ 歳の女性
▽対象
▽内容 子育て・引きこもり・介
護・発達障害児などを援助する
立場にある方を支えるカウンセ

会 員 募 集

☎（５３２０）４１１５

22

−

リング研修の説明会
医療機関、自転車の一時駐輪場な て郵送等で提出できるほか、ｅ Ｔ※研修には教材費が必要です。研 どの、外出に役立つさまざまな場 ａｘ（国税電子申告 ・ 納税システ
ム）で自宅等から送信することも
修修了後に、当団体認定の傾聴 所を検索できます。
カウンセラーの資格が取れます。 運営サイトに掲載されているア できます。詳しくは、国税庁ホー
「国税
▽申込み・問合せ ＮＰＯ法人Ａ
プリページへのリンクをクリック ムページをご覧ください（
。
ＰＬ・パラカウンセリング研究 していただくか、
「
Google
Play 庁」で検索）
ストア」
「
」から「子 ▽問合せ 東京上野税務署
所 柳澤
App
Store
育て応援とうきょうパスポートア
☎（３８２１）９００１㈹
☎（３８７６）１５３０
プリ」と検索し、ダウンロードし
浅草税務署
てください。
☎（３８６２）７１１１㈹
▽問合せ 東京都福祉保健局計画 ●自衛官募集（陸・海・空 一般
課子育て応援事業担当
幹部候補生）
●空手クラブ 「拳昌会空手道連
盟」
（４歳以上の初心者から、親

34

41

20

26

28

31

12
−

−

29

催しものなど

30

15

31

▽問合せ 野間
☎（５２４６）５３４５
●脳梗塞にならない生活習慣「コ

40

15

29

27

−
16

30

403

●千束社会教育館指定管理者主催
「千束フェスタ～見つけた！楽し ーヒーを飲む習慣の観点から」
い事 嬉しい事 やりたい事～」 ▽日時 ３月 日㈯午後１時 分
～２時 分（受付は１時から）
▽日時 ３月 日㈰
午前 時～午後３時
▽講師 中口博（脳神経外科部長）
▽内容 千束社会教育館で活動し ▽場所・問合せ 三井記念病院
ているサークルによる作品展
（千代田区神田和泉町１）
示・パフォーマンス等
☎（３８６２）９１１１㈹
▽場所・問合せ 千束社会教育館 ●交通安全パレード・キャンペー
☎（３８７４）５４５０
ン～アニマル浜口夫妻を一日蔵前
●遺言・相続 番（弁護士による 警察署長に迎えます～
無料電話相談会）
▽日時 ３月 日㈰
午前 時～正午頃
▽日時 ３月 日㈭
午前 時～午後３時
▽場所 江戸通り須賀橋交番～柳
▽問合せ 第一東京弁護士会遺言
橋２丁目交差点
センター
▽内容 警視庁カラーガード・地
☎（３５９５）１１５４
元小学生による演奏行進、トー
●自分のコト・大切な人のコトは
クショー、パトカー・白バイ乗
手に聴こう
車体験 ほか
※雨天時は、浅草中学校体育館で
「ＨＡＳＴＡ祭２０１８」
キャンペーンのみ実施
～親子で楽しめる癒しイベント～
▽問合せ 蔵前警察署交通総務係
▽日時 ３月 日㈯
正午～午後５時
☎（３８６４）０１１０㈹
▽場所 浅草公会堂３階
●シニアのための優しい旅行英会
第一集会室
話体験会
※セラピーアート等の、各メニュ ▽日時 ３月 日㈬・４月４日㈬
午後３時 分～４時 分
▽場所 生涯学習センター
歳以上の英会話初心者
▽対象
人（先着順）
▽定員
▽申込み・問合せ 橋本
☎０７０（２１５５）５２３９
●小島社会教育館指定管理者主催
「おかあさんの学校 私らしく働
28

29

14

60

24

25

28

18

ーは有料
▽問合せ （一社）ＨＡＳＴＡ手
相学研究所
☎（５８１２）４９４７
●彩光会・土曜会「絵画展」
▽日時 ３月 日㈯～ 日㈬
午前 時～午後５時（最終日は
２時まで）
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