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明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
●原則として市内在住・在勤・
在学の方が対象、申し込みは土・
日曜日、祝日を除きます
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください
★2月の休館日は17日㈪です

藤 沢 公 民 館 ☎（22）0019
薨（22）0293

●鎌倉歴史さんぽ｢冬の鎌倉で茶道体
験｣　2月8日㈯午後1時～4時。※小雨決
行。報国寺ほか。講師＝（特非）JIAOL
IU鎌倉職員。成人15人。費実費。申1
月30日㈭午前9時から電話または来館で。
●マタニティストレッチ～アロマの香
りで心身ともにリフレッシュ　2月21
日㈮午前10時～11時30分。講師＝柳生
紫訪子氏。妊娠中の女性20人。申2月7
日㈮午前9時から電話または来館で。
●日本人講師と和気あいあい～おもて
なしイングリッシュ　2月19日～3月18
日毎週水曜日午前10時～正午、全5回。
講師＝（特非）わいわい塾講師大久保政
治氏。成人16人。費510円。申2月5日
㈬午前9時から電話または来館で。
●スマートフォン活用講座　2月18日
㈫、25日㈫午前9時30分～11時30分、
全2回。講師＝（株）電創専任講師。ス
マートフォンを持つ60歳以上の方20人

（抽選）。申2月4日㈫〈必着〉までに往復
はがきに講座名、住所･氏名（ふりが
な）･年齢･電話番号、お持ちのスマー
トフォンの種類（iPhoneまたはAndro
id）を書いて、藤沢公民館〈〒251-0053
本町1-12-17〉へ。
●おはなしのへや　2月1日㈯午前11時。
幼児～小学生。

鵠 沼 公 民 館 ☎（33）2002
薨（33）2203

●鵠っ子囲碁・将棋｢春のトーナメン
ト大会」　3月15日㈰午前9時30分～正
午。小･中学生各32人。申2月14日㈮
～27日㈭に電話または来館で。
●遠野の語り部がおりなす昔話　2月7
日㈮午後1時30分～3時。出演＝大平悦
子氏。80人。
●おはなしのへや　2月1日㈯午後2時
～2時45分。	 	
●百人一首であそぼうよ　2月8日㈯午
前10時～正午。小･中学生30人。
●おもちゃの病院　2月9日㈰午後1時
30分～3時30分。おもちゃの修理。※
部品交換などは実費。
●おててつないで　2月12日㈬午前10
時～午後2時30分。乳幼児と保護者。

村 岡 公 民 館 ☎（23）0634
薨（23）0641

●人形劇のつどい　2月29日㈯午前11
時～正午。｢きんのおのぎんのおの｣ほ
か。出演＝劇団がらがらどん。50人。
申2月4日㈫午前9時から電話または来
館で。
●三味線　初めの一歩！（超入門編）　
2月25日～3月17日毎週火曜日午後6時
30分～8時、全4回。講師＝中田誠氏。
成人10人。申2月7日㈮午前9時から電
話または来館で。
●むらっこひろば（子ども室開放）　2
月14日㈮、28日㈮午前10時～正午。

六 会 公 民 館 ☎（90）0203
薨（83）2298

●むつあい子育て応援メッセ☆子育て
ひろばスペシャル　2月22日㈯午前10
時～午後2時。石川コミュニティセン
ター。未就学児と保護者。	
●おはなし会　2月5日㈬、12日㈬午後
3時15分～3時45分。

片 瀬 公 民 館 ☎（29）7171
薨（25）8907

●片瀬名画座　2月15日㈯◎午前10時
…ピノキオ◎午後1時…第3の男（解説
付き）。各回100人。

明 治 公 民 館 ☎（34）5660
薨（33）5727

●ワイン入門講座～生活を豊かに彩る
ワインの楽しみ方　2月29日㈯◎午前
10時～11時30分◎午後1時30分～3時。
各回成人24人（抽選）。費500円。申1月
25日㈯～2月12日㈬〈必着〉にはがきに
講座名、住所･氏名（ふりがな）･年齢
･電話番号、参加希望時間を書いて、
明治公民館〈〒251-0042辻堂新町1-11-
23〉へ。※市のホームページの｢電子申
請 申請書ダウンロード｣からも申し込
みできます。	
●愛する子、育て！～お茶を飲みなが
ら子育て情報を聞き、交流しませんか　
2月28日㈮午前10時～正午。乳幼児を
持つ保護者50人。費100円。※託児あ
り〈1歳6カ月～3歳児18人、費80円〉。
申2月4日㈫午前9時～26日㈬に電話ま
たは来館で。
●キッズ囲碁　2月1日㈯午前10時～正
午。小･中学生。

●おはなし会　2月5日㈬、12日㈬午後
3時30分～4時。幼児～小学生。
●おひざのうえのおはなしかい　2月5
日㈬、14日㈮午前11時15分～11時30
分。幼児。	 	

辻 堂 公 民 館 ☎（34）9151
薨（34）4187

●異文化交流講座～ふるさと信州のか
あさん料理　2月19日㈬午前10時～午
後1時。20人。費600円。申2月5日㈬か
ら電話または来館で。	
●おはなし会　2月4日㈫、18日㈫午後
3時30分～4時。幼児～小学生。
●おひざのうえのおはなし会　2月13
日㈭、27日㈭午前11時15分～11時30分。
乳幼児と保護者。
●ピラティス開放　2月14日㈮午後7時
～8時30分。講師＝米山綾子氏。30人。
※中学生以下は保護者同伴。
●ラジオ体操開放　2月8日㈯午前10時
～11時。講師＝（特非）全国ラジオ体操
連盟公認指導士。20人。

湘南台公民館 ☎（45）3070
薨（45）1604

●おもてなし英会話～英語で道案内　
2月21日㈮、28日㈮午前10時～正午、
全2回。講師＝ワンブリッジ英会話ス
クール講師ブライアン･カンポス氏。
英会話初心者の成人20人（抽選）。申2
月4日㈫～6日㈭に電話または来館で。

御所見公民館 ☎（49）1221
薨（48）5807

●健康づくり＆パラスポーツ体験　2
月29日㈯午前10時～正午。◎ボッチャ
などのパラスポーツ体験◎健康＆体力
Check。各回50人。※全講座受講後、
健康づくりのための食事〈午後1時まで、
30人〉あり。
●おはなしかい　2月1日㈯午後2時～2
時30分。

遠 藤 公 民 館 ☎（86）9611
薨（87）3008

●おいでよ！にこにこきっず～えいが
会　2月12日㈬午後3時30分～4時15分。
3歳～小学3年生。※未就学児は保護者
同伴。	
●子育て広場　2月4日㈫午前10時～正
午。乳幼児と保護者のフリースペース。
●絵本の玉手箱　2月5日～26日毎週水
曜日午後3時～3時30分。お話会。幼児
～小学3年生。

長 後 公 民 館 ☎（46）7373
薨（46）7034

●サークル共催事業～初めてのフォー
クダンス講習会	 2月13日㈭、20日㈭午
後1時～3時、全2回。成人15人。申1月
28日㈫から電話または来館で。
●クラフト工房長後～折り紙講座　2
月25日㈫午前10時～正午。さくら草と
はなびし。講師＝鈴木紀子氏。成人20
人。費150円。申2月10日㈪から電話ま
たは来館で。
●みんなで学ぼう！護身術　2月27日
㈭午前10時～11時30分。講師＝藤沢北
警察署署員。成人15人。申2月12日㈬
から電話または来館で。
●長後マイスター「はじめての方のハー
ブティー講座」　3月6日㈮午前10時～
11時30分。講師＝櫻井久美子氏。成人
20人。費500円。申2月13日㈭から電話
または来館で。
●おはなし会　2月8日～22日毎週土曜
日午後2時30分～3時。

善 行 公 民 館 ☎（90）0097
薨（81）4441

●2020年度市民企画講座募集　市民が
企画･運営をする講座を募集します。
申2月3日㈪～21日㈮〈必着〉に善行公民
館にある募集要項をご覧の上、応募用
紙を書いて、同館〈〒251-0871善行1-2-
3〉へ。
●護身術講座～身近な危険から身を守
ろう　2月22日㈯午前10時～正午。40
人。申2月4日㈫～20日㈭に電話または
来館で。	 	
●おはなし会　2月1日㈯午後2時～2時
30分。5日～26日毎週水曜日午後3時30
分～4時。
●おひざのうえのおはなし会　2月21
日㈮午前11時～11時30分。
●おもちゃの病院　2月1日㈯午後1時
30分～3時。おもちゃの修理。※1家族
2点まで。部品交換などは実費。

湘南大庭公民館 ☎（87）1112
薨（87）1110

●湘南大庭わんぱく広場特別編｢親子
体操教室｣　2月8日㈯午前9時30分～11
時30分。講師＝アズヴェール藤沢ス
ポーツクラブスタッフ。乳幼児と保護
者。
●わらべうたであそぼう　2月4日㈫午
前10時30分～11時。親子でわらべうた
を楽しむスペース。

　個人市県民税・確定申告の受け付
けが始まります。各会場で混雑が予
想されますので、時間に余裕を持っ
てお越しください。

個人市県民税の申告と相談を受け付けます

個人市県民税申告・相談受付

株式などによる所得があった方へ
納税通知書・税額決定通知書の送付までに課税方法を選択できる制度

個人市県民税・確定申告のご案内

　申告書は市民税課で配布しているほか、前年度の
実績などを基に2月5日㈬ごろに発送します。郵送で
の申し込みも受け付けます。
　※	申告書は2月3日㈪から各市民センター、Fプレイ

ス、村岡公民館で配布するほか、市のホームペー
ジの同課のページからダウンロードもできます

　※	分離課税や繰越控除などは別途付表の提出が必
要です

　※	市民センターでは確定申告および前年度以前の申告は受け付けできません
　※受け付けは例年午前中が混み合います

　住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、納税
通知書･税額決定通知書が送付される日までに確定申告書などを提出すると、市民
税･県民税で適用されます。また確定申告書とは別に市民税･県民税申告書を提出
すると、所得税と異なる課税方法（申告不要制度、総合課税、申告分離課税）を選択
できます。申告不要制度を選択すると、国民健康保険料･後期高齢者医療保険料の
算定対象の所得になりません。総合･申告分離課税を選択すると、損益通算･繰越
控除適用後の所得金額が算定対象となります。
　※詳細はお問い合わせください
　問い合わせ
　◎市民税について…市民税課
　◎国民健康保険料･後期高齢者医療保険料について
　　…保険年金課☎内線3213、薨(50)8413

ところ とき 受付時間

市民税課
2月17日～3月16日
平日 午前8時30分～午後5時

   24日㉁、 3月1日㈰

午前8時30分～正午、
午後1時～5時

片瀬市民センター    19日㈬
鵠沼市民センター    20日㈭
遠藤市民センター    21日㈮
六会市民センター    25日㈫
湘南台市民センター    26日㈬、27日㈭
善行市民センター    28日㈮
長後市民センター 3月 3日㈫、4日㈬
明治市民センター     5日㈭
御所見市民センター     9日㈪
湘南大庭市民センター    10日㈫、11日㈬
辻堂市民センター    12日㈭

特集

※各会場とも、早朝からの来場、車での来場はご遠慮ください

個人市県民税の申告

受付期間＝2月17日㈪～3月16日㈪

問い合わせ＝市民税課☎内線 2341、薨(50)8404

◎確定申告書は税務署へ提出してください
　税務署では、所得税･贈与税･個人消費税の申告書作成会場を2月17日㈪から
開設します。受付時間は原則平日午前8時30分～午後4時です。また2月24日㉁･
3月1日㈰に限り、申告書作成のアドバイスと収受を行います。
　※	申告書は2月3日㈪から市民税課、各市民センター･公民館で配布（なくなり

次第終了）するほか、国税庁のホームページからダウンロードもできます

◎医療費控除は領収書の提出は不要です
　領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要です。領収書は自
宅で5年間保存してください。

◎マイナンバーの記載が必要です
　確定申告書などを税務署へ提出する際は毎回、マイナンバーの記載と、本人
確認書類の提示または写しの添付が必要です。郵送で申告書を提出する場合は、
マイナンバーカードの両面の写しまたは通知カードと運転免許証などの身元確
認書類を添付してください。

◎いつでもどこでもスマホで申告
　国税庁のホームページの「確定申告書等作
成コーナー」では、スマートフォンでも所得
税の確定申告書の作成ができます。
　※	e-Taxで送信するためには税務署で発行

するID･パスワードが必要です

◎確定申告書第二表の住民税に関する事項の記載を忘れずに
　確定申告書第二表は、寄附金税額控除、配当割額控除額、株式等譲渡所得割
額控除額などを記載する欄です。
　※	ふるさと納税のワンストップ特例の申請をした方で、確定申告が必要に

なった場合は、その金額を寄附金税額控除の計算に含める必要があります

　小規模納税者の所得税･個人消費税、年金受給者･給与所得者の所得税の申告
について、パソコンによる申告書作成指導を行います。確定申告に必要な書類
（マイナンバーカード、通知カード含む）、印鑑などを持参してください。
　と　き　2月4日㈫～6日㈭午前9時30分～正午、午後1時～3時30分
　ところ　湘南台市民センター

※	不動産、株式などの譲渡所得のある場合や所得･収
入金額が多額な場合、内容が複雑な場合は、税務署
で相談してください

※混雑した場合は受け付けを早めに終了します
※	自宅などで作成した申告書は直接税務署に提出して
ください

▲	国税庁	
確定申告書等
作成コーナー
2次元コード

確定申告
所得税、復興特別所得税・贈与税…3月16日㈪まで

個人事業者の消費税…3月31日㈫まで

問い合わせ＝藤沢税務署☎(22)2141

税理士による無料申告相談

   


