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家 族 介 護 者 教 室
●認知症家族との上手な付き合い方
講座　
対市内在住で、高齢者の介護をする
家族介護者日２月２８日㈫午後１時３０
分～３時３０分場木曽森野コミュニテ
ィセンター内認知症のある家族との
上手な付き合い方や介護ストレスの
解消法を学ぶ講鶴川サナトリウム病
院臨床心理室・瀬川千尋氏定１５人

（申し込み順）申電話で町田第１高齢
者支援センター（☎☎７２８・９２１５）へ。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

消 費 生 活 セ ン タ ー
●ＳＤＧｓ講演会「安けりゃいい」はも
う古い！？～何を基準に買ったらい
いの？　「値段が安い」ことだけでな
く、これからの社会のために望まし
い商品の選び方を一緒に考えてみま
せんか。
日３月１２日㈰午後１時～３時講（公財）
消費者教育支援センター理事首席主
任研究員・柿野成美氏定１８８人（申し
込み順）申１次受付＝２月１日正午～
午後７時にイベシスコード２３０２０２Ｃ
へ／２次受付＝２月２日正午～３月５
日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）またはイベシスへ。親子室希
望者（未就学児と保護者、申し込み順
に１組）は電話で併せて申し込みを。
保育希望者（１歳以上の未就学児、申
し込み順に２人）は２月２６日までに
併せて申し込みを。
●くらしに役立つテスト教室～ダウ
ンジャケットを洗おう！　洗濯方
法、干し方、収納方法について学びま
す。
対市内在住、在勤、在学の方日３月１３

日㈪午前１０時～正午講町田友の会　
衣グループ定８人（申し込み順）費
１００円（洗剤代等）申２月２日正午～３
月５日にイベントダイヤル（☎☎７２４・
５６５６）ま た は イ ベ シ スコード
２３０２０２Ｄへ。保育希望者（１歳以上
の未就学児、申し込み順に２人）は２
月２６日までに併せて申し込みを。

◇
場町田市民フォーラム
問消費生活センター☎☎７２５・８８０５

町 田 市 フ ォ ト サ ロ ン
●うめ写真展　日本各地で撮影され
た梅の写真を公募した作品展です。
日程２月１６日㈭～２７日㈪
問同サロン☎☎７３６・８２８１

問産業政策課☎☎７２４・３２９６、町田商
工会議所☎☎７２４・６６１４
いまさら聞けない…
３ Ｄ プ リ ン タ ー 活 用 術！
　中小企業における３Ｄプリンターの
活用・導入をテーマにしたセミナーを
オンライン（Ｗｅｂｅｘ）で開催します。
詳細は市ＨＰ（下記二次元コード）をご
覧ください。
対市内で事業を営んでいる方日３月
１日㈬午後２時～３時４５分内３Ｄプリ
ンターの基礎知識、東京都立産業技
術研究センターの事業紹介講同セン
ター物理応用技術部・木暮尊志氏、 
藤井紘一氏、同センター企画部・添田
心氏定３０人程度（申し込み順）申住
所・氏名・電話番号を明記し、２月２４
日までにメールで産業政
策課（墳ｍｃｉｔｙ６０００＠ｃｉ
ｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）
へ。
問産業政策課☎☎７２４・３２９６

　申込方法等の詳細は各施設へお問い合
わせいただくか、各HPをご覧ください。

スポーツスポーツスポーツ

市 立 総 合 体 育 館
●ミズノビクトリークリニック　バ
レーボール
対小学４～６年生でバレーボールの
経験を１年以上有する方日２月１１日
㈷午前１０時～正午講バレーボール元
アメリカ代表　ヨーコ・ゼッターラ
ンド氏定２０人（申し込み
順）費１０００円申同館ＨＰ
で申し込み。
問同館☎☎８５０・９７０７

鶴 間 公 園
●アロマストレッチ
対１６歳以上の方日毎週月曜日、午前
９時１０分～９時５５分定各１２人（申し
込み順）費８８０円申電話で同公園へ

（同公園ＨＰで申し込みも
可）。
問同公園☎☎８５０・６６３０

成瀬クリーンセンターテニスコート
●成瀬スポーツデー
対①５・６歳（年長）～小学４年生②４・
５歳（年中）～小学３年生③４・５歳（年
中）以上の方日２月１９日㈰午前９時
３０分～午後４時３０分内①走り方教
室②ペスカドーラ町田フットサル教
室③テニスレッスン（年齢・経験者
別）定①②各３０人③各８人（申し込み
順）費各５００円申同テニ
スコートＨＰで申し込み。
問同テニスコート☎☎７２７
・６２４０

市 立 室 内 プ ー ル

情報コーナー情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①ポイント方式（家族向）②単身者
向、車いす使用者向、シルバーピア
（単身者向・二人世帯向）③居室内で
病死等があった住宅】
　都内に３年以上居住等、いずれも
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間２月９日まで配布場所市庁舎１
階総合案内、各市民センター、各連絡
所、同公社町田窓口センター、都庁等

（各施設で開所日時が異なる）／同公
社ＨＰで配布期間中に限りダウンロ
ードも可申都営住宅入居者募集サイ
トポータルページまたは郵送で２月
１５日まで（郵送は必着）問同公社都
営住宅募集センター☎☎０５７０・０１０・
８１０
●町田税務署からのお知らせ
【自宅から確定申告書の作成・提出が
便利】
　新型コロナウイルス感染防止のた
め、パソコンやスマートフォンを利
用した自宅からの申告にご協力をお
願いします。申告書の作成は、国税庁
ＨＰ「確定申告書等作成コーナー」を
ご利用ください。申告書や申請書等
の様式は、国税庁ＨＰで入手できま
す。また、作成方法を解説した動画も
掲載しています。操作方法等の質問
はヘルプデスク（☎☎０５７０・０１・
５９０１）へお問い合わせください
【申告書作成会場の開設期間】
　入場には「入場整理券」が必要で
す。入場整理券は、当日会場で配布す

なお、贈与税の申告書の作成・送信は
国税庁ＨＰで行うことができます

◇
問町田税務署☎☎７２８・７２１１
●八王子年金事務所～確定申告で国
民年金保険料の控除を希望する方へ
　２０２２年１月～１２月に納付した国
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」をご提出ください。なお、
２０２２年１月１日～９月３０日に納付し
た方の控除証明書は、昨年１０月２６
日～１１月上旬に送付しています。ま
た、２０２２年１０月１日以降に初めて
保険料を納付した方には、２月上旬
に送付します。紛失等による再発行
は、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）へ
お問い合わせください問同年金事務
所☎☎０４２・６２６・３５１１
●東京都後期高齢者医療広域連合専
用コールセンター～マイナンバーカ
ード健康保険証の利用登録をお手伝
いします
　次の日時・会場でマイナンバーカ
ードの健康保険証利用登録等の支援
を行います。また、会場でマイナンバ
ーカードの健康保険証利用登録をし
た方には、ノベルティ（花等の種）を
お渡しします対マイナンバーカード
をお持ちで、マイナンバーカード健
康保険証の登録を行っていない方

（年齢、住所地は不問）日２月１日午後

るほか、ＬＩＮＥアプリで国税庁ＬＩＮＥ公
式アカウント（右記二次
元コード）を友だち追加
すると事前発行が可能で
す。なお、当日の入場整理券は数に限
りがあるため、早めに終了する場合
があります（後日の来場をお願いす
る場合有り）日・場①２月１５日まで

（土・日曜日、祝日を除く）、受付時間：
午前８時３０分～午後４時＝町田税務
署別館会議室（駐車場に限り有り）②
２月１６日～３月１５日（土・日曜日、祝
日を除く、ただし２月１９日、２６日は開
場）、受付時間：午前８時４５分～午後４
時＝ぽっぽ町田地下１階／いずれも
相談時間は午前９時～午後５時です
○申告書の作成はスマートフォンで
　会場ではスマートフォンを利用し
た申告を推奨しています。来場する
方は、スマートフォンとマイナンバ
ーカードをお持ちください
【「ふるさと納税ワンストップ特例」
の申請書を提出した方へ】
　ふるさと納税ワンストップ特例の
適用に関する申請書を提出した方が
確定申告を行う場合には、ワンスト
ップ特例の適用を受けることができ
ません。確定申告を行う際に、すべて
のふるさと納税の金額を寄附金控除
の計算に含める必要がありますので
ご注意ください
【贈与税の申告について】
　２０２２年中に個人から１１０万円を
超える財産の贈与を受けた方や、「相
続時精算課税」「住宅取得等資金の非
課税」を適用する方は、３月１５日まで
に、贈与税の申告と納税が必要です。

０時３０分～５時３０分、２月２日～４日、
午前９時３０分～午後５時３０分（いず
れも受け付けは午後４時３０分まで）、
２月５日午前９時３０分～午後２時３０
分（受け付けは午後１時３０分まで）場
生涯学習センター内マイナンバーカ
ードへの登録支援（健康保険証利用
登録、公金受取口座登録、マイナポイ
ント申し込み）持ち物マイナンバー
カード（顔写真付き）、マイナンバー
カードの電子証明書の４桁の暗証番
号（有効期限切れにご注意ください）
／マイナポイントの申し込みを希望
する方は、マイナポイントが受け取
れるキャッシュレス決済サービスの
ＩＤ及びセキュリティコードが必要
になります。公金受取口座の登録を
希望する方は、本人名義の通帳また
はキャッシュカードもお持ちくださ
い。マイナンバーカードの電子証明
書の有効期限が切れている場合は申
し込みできません。住民票がある市
区町村の窓口で電子証明書の更新手
続きを行ってください問同広域連合
専用コールセンター錆０１２０・００５・
５３７（受付時間＝午前９時～午後５時）
●町田市水泳協会～プールで体を動
かそう
対１８歳以上の方日・内２月１５日、２２
日、３月１日、８日、１５日、午前１０時～
１０時５５分＝水中ウォーク、２月１６
日、３月２日、９日、１６日、２３日、午前
１０時～１０時５５分＝初心者水泳教
室、午前１１時～正午＝泳法別水泳教
室、各全５回場市立室内プ－ル費
３０００円申電話で同プールへ問同プ
ール☎☎７９２・７７６１

２０２３年度町田市産業支援メニュー説明会
　２０２３年度に市と町田商工会議所
が実施する産業支援メニューをいち
早くお知らせします。会場とオンラ
インで実施します。
対市内で事業を営んでいる方日２月
１５日㈬午後２時～４時場会場＝町田
商工会議所、オンライン＝Ｚｏｏｍ定
会場＝３０人、オンライン＝５０人／
申し込み順申２月１０日までに、町田
商工会議所ＨＰの申し込
みフォーム（右記二次元
コード）で申し込み。

＜お知らせ＞
　水上安全法救助員Ⅰ養成講習の
ため、２月２３日㈷、２４日㈮、２６日　
㈰の午後２時３０分～５時３０分、２５
日㈯の午前１０時～午後１時、午後２
時３０分～５時３０分は、５０ｍプール
の一部を講習会専用とします。ま
た、２月２３日㈷、２４日㈮、２６日㈰の
正午～午後６時、２５日㈯の午前９時
～午後６時はコースレ
イアウトが変更となり
ます。
問同プール☎☎７９２・７７６１

撮影地　新宿


