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

オーキング」
▽日時 ４月７日㈰午前８時 分
集合（雨天中止）
▽場所 竹町公園（集合）～大横
川遊歩道～業平橋周辺（解散）
※交通費は各自負担
▽持ち物 飲み物
※動きやすい服装・履きなれた靴
で参加

例会 第３火曜日午後６時
▽場所 雷門区民館ほか
▽会費 年額７千円
入会金１千円
▽問合せ 永田
☎０９０（９１０８）６６７９
●ブルーファイターズＳＣ（ＢＦ
キッズ、体験・見学可）

時 分、毎週日曜日午後１時
分～２時 分
▽場所 上野区民館ほか
▽会費 月額３千円
入会金３千円
▽問合せ 長塚

☎０９０（５７５４）８９２５

22

▽日程 日曜日（月２回程度）
▽場所 旧坂本小学校（下谷１
８）ほか
▽対象 幼稚園部、新年長・年中

15

●所得税及び復興特別所得税・贈
与税の申告と納税はお済みですか
年分の所得税及び復興特別所
得税、贈与税の申告・納税は３月
日㈮までです。
・浅草税務署内に申告書作成会場
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、午後４時までにお越し
ください。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
１日㈪までです。
年分の課税売上高が１千万円
−

▽問合せ 竹町地区健康推進委員
リーダー 長谷川丈夫
☎（３８３３）５９５７

45

15

催しものなど

●皮革手芸講習会（小銭・小物・
（先着順）
カード入れ、室内装飾品等）
▽会費 年額６千円
▽日時 ４～９月の火・土曜日 ▽問合せ 小坂
（どちらかの曜日）午後１時～
☎０９０（２３３７）７６３６
４時
●カラオケ「浅草歌謡同好会」
かばん
▽場所 東京鞄会館（蔵前４
▽日時 金曜日（月３回）午後２
３）
時～４時、土曜日（月２回）午
▽定員（先着順） 火曜日 人、
前 時～正午
土曜日 人
▽場所 千束社会教育館ほか
▽費用 月額４千円（共用費）
▽会費 月額各３千円
※材料・工具代は実費
▽問合せ 倉田
▽申込み・問合せ 全国皮革振興
☎（３８５６）１５２２
会
●書道「柳書会」
（初心者歓迎）
☎（３８６５）７４５７
▽日時 第１ ３火曜日
●傾聴ロールプレイ研修説明会
午後２時～４時
～親の変化は子供を変える・自分
▽場所 台東区民会館ほか
の変化で周囲は変わる～
▽会費 月額５千円
子育てや介護・対人関係に関す ▽問合せ 柳沢
る理解を深め、今後の生活に生か
☎０９０（１６９５）５４８７
しませんか。
●カントリーウエスタンバンド
▽日時 ４月 日㈯
「ジョイフルマイタウン」
午後１時～３時
▽日時 月２回、午後６時～８時
▽場所 生涯学習センター
～ 歳の女性
▽対象
※研修は無料（要教材費）
。研修

30

30

15

30

日㈰午後２時～４時
▽対象 小学生
人（先着順）
▽定員
▽講師 吉田小南美氏（声優）
▽場所・申込み・問合せ 社会教
育センター
☎（３８４２）５３５２
、第６回「墨
●第 回「墨英会」
友会」水墨画合同展
▽日時 ３月 日㈬～ 日㈰午前
時～午後５時（最終日は３時
まで）
▽場所 隅田公園リバーサイドギ
ャラリー
▽問合せ 栗原
☎（３６１４）７１７５
●英会話体験会～外国人の先生や
同年代の方と、気軽に英語を学び
ましょう～
▽日時 ３月 日㈬
午後３時 分～４時 分
▽場所 生涯学習センター
▽対象 英会話初級レベルで、
歳以上の女性
▽定員 ５人（先着順）
▽申込締切日 ３月 日㈮
▽申込み・問合せ 阿部（土・日

修了後に、当団体認定の傾聴カ
ウンセラーの資格が取れます。
▽申込み・問合せ ＮＰＯ法人Ａ

10

曜日を除く）
☎０７０（４５１６）７３８２
●遺言・相続 番（弁護士による

ＰＬ・パラカウンセリング研究
所 柳沢
☎（３８７６）１５３０

会 員 募 集

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
▽問合せ 自衛隊台東出張所
☎（３８３１）３５５５

広告

30

−

を超えている方は、 年分は課税
▽場所 生涯学習センターほか
事業者となり、期限までに申告と
▽会費 月額１千円
納税が必要です。
▽問合せ 山内
☎０９０（１６５９）６０６５ ・申告書を作成するときは
国税庁ホームページの「確定申 もできます。詳しくは国税庁ホー
●谷中太極拳クラブ（二四式太極
「国税
拳・三二式太極剣・八八式太極拳） 告書等作成コーナー」を利用する ムページをご覧ください（
。
と、税額などが自動計算された、 庁」で検索）
▽日時 毎週土曜日
所得税及び復興特別所得税・贈与 ▽問合せ 東京上野税務署
午前９時 分～正午
☎（３８２１）９００１㈹
税・個人事業者の消費税及び地方
▽場所 谷中小学校ほか
浅草税務署
消費税の申告書等の作成ができま
▽費用 月額２千円
☎（３８６２）７１１１㈹
す。作成した申告書等は、印刷し
▽問合せ 亀田
て郵送等で提出できるほか、ｅ - ●自衛官募集（陸・海・空 一般
☎（３８７４）１２８６
Ｔａｘ（国税電子申告・納税シス 幹部候補生）
●カンフーフィットネスクラブ
テム）で自宅等から送信すること ▽応募資格
年４月１日現在、

12

22

11

700

45

−
16

30

●そば打ち体験教室（未経験者歓
迎）
グラムの二八そばを打ち、持
ち帰ります。体験後は、講師の打
ったそばを食べられます。
▽日時 ３月 日㈯午前 時～午
後１時、１時～４時
▽場所 全麺協研修センター（西
）
浅草２ ８
▽定員 各８人（先着順）
▽費用 ３千円
▽持ち物 三角巾、エプロン、タ
オル、持ち帰り用パック
▽申込み・問合せ （一社）全麺
協
☎（３５１２）７１１２
●がん治療と外見ケア
▽日時 ３月 日㈯午後１時 分
人（先着順）
▽定員
▽場所・申込み・問合せ 永寿総
）
合病院（東上野２
☎０７０（６９４０）０７６０

平成31（2019）年 3月5日

12
−

10

▽日時 毎週月曜日午後７時～８

28

26

20

32

20

●台東区写真連盟
▽日時 撮影会 月１回

32

60

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
☎（３５９５）１１５４
●竹町地区健康推進委員主催ウオ
ーキング「平成最後の竹町地区ウ
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−

30

31

30
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27
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・
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10

30
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60
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●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
い事 嬉しい事 やりたい事～」
▽日時
月 日㈰
午前 時～午後 時
▽内容 千束社会教育館で活動し
ているサークルによる作品展
示・舞台発表・活動の体験会
▽場所・問合せ 千束社会教育館
☎（３８７４）５４５０
●社会教育センター指定管理者主
催「声優体験ワークショップ」
▽日時（全２回） ３月 日㈯・
3
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