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催し・講座
忠生公園

定 例 自 然 観 察 会

【早春のいきもの】
日３月３日㈰午前９時３０分～１１時３０
分
（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
問同公園☎７９２・１３２６
国際版画美術館

企画展

パリに生きた銅版画家 長谷川潔展
－はるかなる精神の高みへ－

パリで創作活動をして評価を得た
銅版画家・長谷川潔の作品約１２０点
を展示し、その表現世界を再考しま
す。また、長谷川が敬愛したルドン
や、フランスで交流のあったピカソ
ら画家の作品約４５点を展示し、長谷
川の創作活動の背景を探りつつ作品
の特徴を浮き上がらせます。
会期３月９日㈯～４月７日㈰
休館日月曜日
開館時間火～金曜日＝午前１０時～

長谷川潔「時 静物画」１９６９年、町田市立
国際版画美術館蔵

町田市イベント申込システム

イベシス 検索

午 後５時（ 入 場 は 午 後４時３０分 ま
で）、土・日曜日、祝休日＝午前１０時
～午後５時３０分（入場は午後５時ま
で）
場国際版画美術館企画展示室
観覧料一般６００円、高校・大学生・６５
歳以上３００円、中学生以下無料
【展示解説】
当日有効の観覧券をお持ちのう
え、企画展示室１入り口へおいで下
さい。

情報コーナー
●八王子年金事務所からのお知らせ
【確定申告で国民年金保険料の控除
を希望する方へ】
２０１８年１月～１２月の間に納付さ
れた国民年金保険料は、確定申告で
社会保険料控除の対象となります。
申告の際には、国民年金保険料の納
付を証明する「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」や国民年金保険
料の「領収証書」をご提出下さい。
２０１８年１月１日～１０月１日の期間に
納付した方の控除証明書は、昨年１１
月上旬に送付されています。紛失等
による再発行はお問い合わせ下さい
【国民年金保険料の納付は口座振替
をご利用下さい】
国民年金保険料の納付は、納付書
・クレジットカードでの納付の他に、
口座振替による納付もできます。口
座振替で、２年・１年・半年分をまとめ
て納付（前納）すると、保険料がそれ
ぞれ割引になります。前納を希望す
る方は、２月末までに金融機関また
は同事務所へ手続きが必要です。詳

子どものイベントカレンダー

日①３月１０日㈰、２４日㈰②３月３０日
㈯、いずれも午後２時から４５分程度
内①学芸員によるギャラリートーク
②館長によるスペシャルトーク
問市役所代表☎７２２・３１１１、国際版
画美術館☎７２６・２７７１

活動を行っている大学生が集合し、
日頃の成果をＰＲするイベントです。
活動紹介や手作りブースでの交流な
どを通して、大学生たちの地域に対
する熱い想いに触れませんか。新た
な連携や地域での活動を広げる機会
としてご活用下さい。
日３月２０日㈬午後１時～４時
場生涯学習センター７階ホール
問同センター☎７２８・００７１

大学生と“マチダ”を盛り上げよう！
学生活動報告会

ガ ク マ チ Ｅ Ｘ Ｐ Ｏ

町田・相模原地域でボランティア
細はお問い合わせ下さい
◇
問ねんきん加入者ダイヤル☎０５７０
・００３・００４、０５０から始まる電話の
方＝☎０３・６６３０・２５２５、八王子年
金事務所☎０４２・６２６・３５１１
●八王子都税事務所～点字で課税の
内容をお知らせします
東京都主税局では、納税通知書の
内容を点字でお知らせしています。
対象となる税金は、個人事業税・自動
車税です。お知らせする内容は、税金
の種類・納税義務者氏名・納税通知書
番号・納期限・税額・問い合わせ先で
す。希望の方は、２月末までにお問い
合わせ下さい問東京都主税局総務部
総務課相談広報班☎０３・５３８８・
２９２５
●町田税務署からのお知らせ
【申告及び納付期限のお知らせ】
所得税及び復興特別所得税・贈与
税は３月１５日まで、消費税・地方消費
税（個人事業者）は４月１日までです
【納税は便利な振替納税をご利用下
さい】
町田税務署で新たに振替納税を利
用する場合、納期限までに「預貯金口

座振替依頼書兼納付書送付依頼書」
を同税務署または金融機関へ提出し
て下さい振替日所得税及び復興特別
所得税＝４月２２日、消費税・地方消費
税（個人事業者）＝４月２４日
【ＱＲコードを利用したコンビニ納付】
スマートフォン等を使って、納付
に必要な情報を「ＱＲコード」として
作成し、お近くのコンビニエンスス
トアで納付できます。詳細は国税庁
ホームページを参照
◇
問町田税務署☎７２８・７２１１
●町田商工会議所～決算相談会
前年分の決算書・申告書・本年分の
集計表・各種控除証明書・印鑑・計算
機・マイナンバーカード等をお持ち
下さい／マイナンバー制度の導入に
伴い、相談の際に委託契約の締結が
必要になりました。詳細はお問い合
わせ下さい対市内の個人事業主日２
月２１日～３月１５日、午前９時３０分～
午後４時（正午～午後１時は昼休み、
土・日曜日を除く）／日程により税理
士によるｅ－Ｔａｘ代理送信も可場同
会 議 所 会 館問 同 会 議 所 ☎７２２・
５９５７

詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下さい。

●ひなた村☎７２２・５７３６
センター見学（希望者）講大学教授、
【ひなた村科学クラブ～昆虫は発明
大手企業技術者、弁理士、作家等定各
好き】
５０人（抽選、結果は３月上旬に郵送）
昆虫にはたくさんの工夫や不思議
費会員１万３０００円、準会員８０００円
が隠されています。いろいろな虫た （年会費、保険料含む）申ハガキに住
ちの“発明”を学んでみませんか対市
所・氏名（ふりがな）
・電話番号・性別
内在住、在学の小・中学生日３月３日
・学校名・新学年・会員／準会員の別
㈰午前１０時～正午講町田市少年少
を明記し、３月１日まで（消印有効）に
女発明クラブ・有賀文章氏定２０人
町田市少年少女発明クラブ（〒１９４
（申し込み順）費２００円申２月１５日午
－００１４、高ヶ坂３－６－１５、☎７２８
前１０時から電話でひなた村へ
・１５０４）へ／子ども向けの理科工作
【たきび あそび よろこび】
が好きな「ボランティア指導者」も募
対市内在住、在学の小学３～６年生日
集します。詳細は同クラブへ
３月２１日㈷午後１時～４時（雨天・荒
●大地沢青少年センター☎７８２・
天中止）内森で枯れ枝拾いをしてた
３８００
き火体験、
ねじりパンを焼く、森で外
【春の子どもキャンプ】
遊び定２０人（申し込み順）費１００円
キャビンに宿泊し、野外炊事や自
申２月１５日午前１０時から電話でひ
然散策をします対市内在住、在学の
なた村へ
小学４～６年生日３月１６日㈯午前９時
【町田市少年少女発明クラブ～会員
～１７日㈰午後３時３０分、１泊２日場
・準会員募集】
同センター／ＪＲ横浜線相原駅西口
科学を通して夢と創造性を育みま
～同センター間の送迎バスを運行し
す。
同クラブは、
全国チャレンジ創造
ます定４０人（抽選）費２０００円申ハガ
コンテスト（からくりパフォーマン
キに住所・氏名（ふりがな）
・電話番号
スカー）で４年連続金賞を受賞する
・学年・性別・送迎バスの利用の有無
など、全国約２１０クラブの中でも一、
を明記し、２月２７日まで（必着）に大
二を争う中心的団体です対市内在
地 沢 青 少 年 セ ン タ ー（ 〒 １ ９ ４ －
住、在学の小学３年生～中学生（準会
０２１１、相原町５３０７－２）へ（グルー
員は小学２年生から可）日４月７日～
プ単位で申し込みも可）
２０２０年３月中旬の原則月１回日曜
●文化振興課☎７２４・２１８４
日、午前９時３０分～午後４時、全１４回 【キッチングッズでコンサート】
（準会員は９回）場ひなた村等内科学
リズムの作り方を学び、最後は参
講座、
アイデアものづくり、水ロケッ
加者全員で合奏します対小学生日３
ト、こま、卵落とし大会等、筑波宇宙
月２３日㈯午後２時～３時３０分場生涯

ご利用下さい！

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。

移動図書館“そよかぜ号”

学習センター講マリンバ奏者・浜ま
ゆみ氏定５０人（申し込み順）申１次受
付＝２月１５日正午～１８日午後７時に
イベシスコード１９０２１９Ｃへ／２次
受付＝２月１９日正午～３月19日にイ
ベントダイヤル（☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスへ
●国際版画美術館☎７２６・２８８９
【子ども講座 不思議・描いた絵が版
画になる？！～「紙平版画」をつくっ
てみよう】
クレヨンなどで描いた絵がそのま
ま版画になります対小学生日３月２４
日㈰午後１時３０分～４時３０分場同館
講相模女子大学教授・稲田大祐氏定
１５人（抽選、結果は３月７日ごろ郵
送）費５００円申３月３日までにイベン

トダイヤル（☎７２４・５６５６）または
イベシスコード１９０２１３Ｈへ（同館
ホームページで申し込みも可）
●児童青少年課（子どもセンターつ
るっこ）
☎７０８・０２３６
【子どもセンター合同事業～町田市
一周チャレンジハイク】
市内一周約７４㎞を３日間かけて歩
きます対市内在住、在学の小学５年
生～１８歳の方日程３月２６日㈫～２８
日㈭／集合・解散は市庁舎宿泊場所
２６日＝子どもセンターつるっこ、
２７日＝大地沢青少年センター定３０
人（申し込み順）費３０００円申２月２３
日午前１０時３０分から直接または電
話でつるっこへ（申し込みは本人ま
たは保護者に限る）

大人も子どももホッと一息～まちなかシネマ

「ボス・ベイビー」
問産業政策課☎７２４・３２９６
日時

２月２２日㈮午後５時から、
午後７時から
（雨天実施）

会場

町田ターミナルプラザ市民広場

まちなかシネマはふるさと納税を活用して
実施しています。詳細は、町田市ホームペー
ジをご覧下さい。
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詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131
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