町田市イベント申込システム

イベシス 検索

シニア生涯ワーキングセミナー
シニア世代のライフプランニング
を通して
「一生涯のしごと」とは何か
を考えます。
対５５歳以上で働く意欲のある方
日２月４日㈪午後１時～３時４５分
場ハローワーク町田
講サーティファイドファイナンシャ
ルプランナー・吉田光雄氏 他
定３０人
（申し込み順）
申電話で予約専用ダイヤル（☎０３・
５８４３・７６６５）
へ
（受付時間＝月～金
曜日の午前９時～午後５時）
問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎０３・５２１１・２３３５、町田市産業
政策課☎７２４・２１２９
さがまちカレッジ

講 座 受 講 者 募 集

詳細は講座案内チラシ（生涯学習
センター、
各市民センター、各市立図
書館等で配布）
をご覧下さい（さがま
ちコンソーシアムホームページでダ
ウンロードも可）
。
【①ミュージカルの心理劇Ⅲ～宝塚
歌劇編】
宝塚のミュージカル作品に一般の
劇作品と同様の分析を行い、宝塚歌
劇の見方を提案します。
日２月２６日、３月５日、１２日、いずれ
も火曜日午後２時～３時３０分、全３回
場相模女子大学
（相模原市）
講相模女子大学メディア情報学科教
授・田畑雅英氏
日を除く、ただし２月２４日、３月３日は
開設）
受付時間午前８時４５分～午後４時（提
出は午後５時まで）
○税理士による無料申告相談
申告相談日程については、
【表２】を
ご覧下さい。
※小規模納税者の所得税、復興特別所
得税・個人消費税、
年金受給者及び給与
所得者の所得税、復興特別所得税の申
告書
（土地、
建物及び株式等の譲渡所得
がある場合を除く）
を作成し、提出でき
ます。
※前年の申告書等の控えや源泉徴収票
など申告に必要な書類、
筆記具、計算器
具、印鑑及びマイナンバーに係る本人
確認書類（マイナンバーカードまたは
通知カードなどの番号確認書類及び身
元確認書類）の写し等を持参して下さ
い。
※混雑状況等により、受け付けを早め
に終了する場合があります。
※自身で作成した申告書等は、直接税
務署にお持ちいただくか、郵送等で提
出して下さい。
※車での来場はご遠慮下さい。
○申告書の提出
ｅ－Ｔａｘ
（イータックス）での送信、郵
送などでも提出できます。
また、
所得税及び復興特別所得税・消
費税及び地方消費税・贈与税の申告書
は、
国税庁ホームページ
「確定申告書等
作成コーナー」
で作成し、
印刷して郵送
で提出するか、作成したデータをｅ－Ｔ
ａｘで送信できます。
なお、作成済みの所得税及び復興特
別所得税の確定申告書に限り、２月１日
㈮～３月１4日㈭に市庁舎１階の多目的
スペースでも受け付けます。
５分でわかる町田のストーリー

インターネットのイベント申込システムで申し込みができます。コード番号を入力し２４時
間申し込みができます。
※イベシスで１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。

定５０人（申し込み順）
費２０００円
【②美ってなんだろう？～美学の世
界へご招待】
美学という学問世界から、美の伝
統的・基礎的な考え方を学び、自分自
身の感性を磨く手がかりを探りま
す。
対１５歳以上の方（中学生を除く）
日３月２日㈯午後１時３０分～３時４５
分
場町田市生涯学習センター
講女子美術大学芸術学部非常勤講師
・内野博子氏
定３０人（抽選）
費１０００円
【③健康でいきいきと働くために～
ワーク・エンゲージメントに注目し
た生活のマネジメント】
メンタルヘルスをポジティブな側
面から捉え、ワーク・エンゲージメン
ト（仕事にやりがいをもっていきい
きと働くこと）をキーワードに、普段
の生活でできる工夫とそのコツを学
びます。
日３月３日㈰午前１０時～１１時３０分
場ユニコムプラザさがみはら（相模
原市）
講北里大学一般教育部人間科学教育
センター教授・島津明人氏
定５０人（申し込み順）
費７００円
◇
申講座案内チラシ裏面の受講申込書
に記入し、①２月２２日まで②２月５日

まで③２月２８日まで（いずれも必着）
に、郵送またはＦＡＸでさがまちコン
ソーシアム事務局へ（さがまちコン
ソーシアムホームページで申し込み
も可）。
※②は、申込締切日までに定員に達
しない場合は、引き続き募集します。
問同事務局☎７４７・９０３８、町田市生
涯学習センター☎７２８・００７１
認知症サポーター

ステップアップ講座

対認知症サポーター養成講座を受講
した方
日２月１６日㈯午後１時３０分～４時３０
分
場健康福祉会館
内認知症の基礎知識の復習、認知症
の方とのコミュニケーションの取り
方を実践的な事例で学ぶ
定４５人（申し込み順）
申１月１６日正午～２月１２日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０１１６Ｅへ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０
市民提案型事業

講座づくり★まちチャレ

【人として生きるために！なくそう、
さまざまな差別】
私たちの身の回りには、まだまだ
差別や偏見があります。こうしたさ
まざまな問題の解決に向けて、私た
ちに何ができるか一緒に考えてみま
せんか。
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日①２月９日②２月１６日③２月２３日
④３月２日⑤３月１６日、いずれも土曜
日午前１０時～正午、全５回
場生涯学習センター
内①医科大学の女性差別②ＬＧＢＴ差
別禁止へ法整備を③ヘイトスピーチ
はなぜ起きる？④差別／被差別、分
断と排除から自由になるために⑤グ
ループワークと話し合い
講①和光大学名誉教授・井上輝子氏
②毎日新聞社記者・藤沢美由紀氏③
ヘイトスピーチを許さない川崎市民
ネットワーク・山田貴夫氏④國學院
大學名誉教授・楠原彰氏
定３０人（申し込み順）
申１月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。

思

春

期

講

座

【１５のあなたへ…子どもの思春期と
向き合う】
思春期の子どもたちに大人はどう
関われば良いのか、現代を生きる子
どもたちの環境を知り、一緒に考え
ましょう。
対思春期の子どもと関わる方
日①２月８日②２月１５日③２月２２日
④３月１日、いずれも金曜日午前１０
時～正午、全４回
場生涯学習センター
講①③④都留文科大学特任教授・宮
下聡氏②市立中学校養護教諭
定３０人（申し込み順）
申１月１５日午前９時から電話で同セ
ンター（☎７２８・００７１）へ。

○財産債務調書の提出
を受けた場合で一定の要件を満たすと 税制度を適用することができます。３
所得税及び復興特別所得税の確定申 きは、７００万円（省エネ等住宅取得の場 月１５日㈮までに贈与税の申告書と添
告書を提出しなければならない方で、 合は１２００万円）までの贈与税の非課 付書類を提出して下さい。
２０１８年の総所得金額及び山林所得金
【表１】
市民税・都民税申告 受付日程
額の合計額が２０００万円を超え、かつ、
会 場
期間・期日
時 間
２０１８年１２月３１日において、その価額
２月１日㈮～３月１5日㈮
の合計額が３億円以上の財産またはそ
※土・日曜日、祝休日を除く
市庁舎１階 多目的スペース
午前９時～午後４時
の価額の合計額が１億円以上の国外転
２月２４日㈰、３月３日㈰
出特例対象財産を有する方は、
「財産債
南市民センターホール
２月１４日㈭
務調書」を３月１５日㈮までに提出して
忠生市民センターホール
２月１９日㈫
下さい。
小山市民センターホール
２月２１日㈭
午前９時３０分～１１時
○国外財産調書の提出
３０分、午後1時〜4時
堺市民センターホール
２月２６日㈫
居住者（「非永住者」の方を除く）の方
鶴川市民センターホール
２月２８日㈭、３月１日㈮
で、２０１８年１２月３１日において、その
なるせ駅前市民センターホール ３月７日㈭
価額の合計額が５０００万円を超える国
※
市庁舎以外の会場では午前の受け付けが混雑した場合、午後の受け付けになることがあり
外財産を有する方は、
「国外財産調書」
ます／添付書類は申告書類に貼らないでお持ち下さい／各会場には税務署職員がいないた
を３月１５日㈮までに提出して下さい。
め、
確定申告の相談はできません／市庁舎以外の会場への車での来場はご遠慮下さい
○贈与税の申告も忘れずに
税理士無料申告相談日程
２０１８年中に個人から土地、建物、現 【表2】
開催日
会 場
時 間
金、預貯金、株式、債券等の財産の贈与
１月28日㈪、29日㈫
忠生市民センター
を 受 け、 そ の 財 産 の 価 額 の 合 計 が
１月30日㈬～2月1日㈮
鶴川市民センター
１１０万円を超える方や「相続時精算課
午前9時30分～11時30分、
午後1時～3時30分
税」を選択する方は、贈与税の申告が必
2月4日㈪～6日㈬
南市民センター
要です。
2月7日㈭、8日㈮
堺市民センター
次のような場合も贈与税の課税対象
となる場合があります。①無償で不動
税についての作文・税の標語・税に関する絵葉書コンクール
産や株式等の財産の名義を変更した場
合同表彰式が行われました
合②共同で不動産を購入し、購入資金
の負担割合を超えた割合で持分の登記
市では、租税教育の推進のため、市 支え合い」 御
を行った場合③不動産や株式などを取
内の小・中学生から「税についての作 子 神 未 沙 さ ん
得するために、父母などから資金を借
文」
「税の標語」
「税に関する絵葉書コ （南中学校３年）
り入れた場合において、その返済が「出
ンクール」の作品を募集し、表彰を行 ○絵葉書 江頭
世払い」などのように、実質的に贈与と
っています。
南羽さん（成瀬
認められる場合
昨 年１１月２７日 に 表 彰 式 が 行 わ 台小学校６年）
○住宅取得等のための資金の贈与を受
れ、町田市長賞が選ばれました。
問納税課☎７２４
けられた方へ
○作文 「相互扶助の心」 石倉日花 ・２１２１
２０１８年中に父母や祖父母など直系
里さん（町田第一中学校３年）
尊属から、自己の居住の用に供する住
絵葉書
○標語 「税金で 成り立つ社会
宅用家屋の取得等のための金銭の贈与
1月1日～31日「町田の所蔵品～陶磁器とガラスのコレクション」町田市ホームページ、
YouTubeとケーブルテレビでご覧いただけます まちテレ

検索

