水戸税務署からのお知らせ

中央ビル

※確定申告会場開設期間中、水戸税務署の庁舎では申告相談を
行いません。

平成30年分の確定申告会場開設期間は2月18日
（月）
〜3月15日
（金）
です
（4階）水戸市泉町2-3-2（京成百貨店ななめ向かい）
会場および 中央ビル
所 在 地 ※申告会場（中央ビル）には無料駐車場がありません。ご来場の際には公共交通機関をご利用ください。

（ただし、
2月24日および3月3日の日曜日は開場します。
）
開 設 期 間 2月18日
（月）～3月15日（金）※土、日を除きます。

受 付 時 間 午前9時～午後4時 ※会場は混雑するため、長時間お待ちいただく場合があります。
そ

の

他 申告会場では、ご自身でパソコンを操作し、申告書を作成していただくことを基本としています。

※前年申告において笠間市、税理士会、青色申告会等による相談会場で申告書を提出された方には、申告書の送付に代えて「確定申告のお知
らせ」が送付されます。申告書、計算書、説明書等が必要な場合は国税庁ホームページからダウンロードできます。

インターネットで確定申告ができます！
「作成コーナー」で検索。
❶「確定申告書等作成コーナー」へアクセス…ご自宅等のパソコンから、

申告書をご自宅等で作成される際、不明な点は電話での問い合わせができます。
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク（全国一律市内通話料金）
TEL 0570-01-5901（月～金曜日・午前9時～午後5時※祝日等および12月29日～1月3日を除く） タブレット端末

等をご使用の方
はこちらをご利
用ください。

❷ 申告書を作成…画面の案内に従って金額などを入力し、申告書を作成。
❸ 申告書を提出…e-Tax（データ送信）または郵送等で提出。

【e-Taxで送信して提出】
◎マイナンバーカードを使って送信…マイナンバーカードとICカードリーダライタをご用意ください。
◎マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方…IDとパスワード※で送信してください。

※平成30年1月以降に税務署等で職員と対面による本人確認を行った後に発行されるものです。発行を希望される方は、
運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
※ID・パスワード方式は暫定的な対応です。 ※メッセージボックスの閲覧には、マイナンバーカード等が必要です。

【印刷して郵送等で税務署へ提出】

プリンタをお持ちでなくても、コンビニ等のプリントサービス（有料）を利用すれば、印刷できます。

【問い合わせ】水戸税務署 〒310-8666水戸市北見町1-17 TEL029-231-4211（代表電話）
※自動音声でご案内していますので、相談内容に応じて該当の番号を選択してください。
※「中央ビル」へのお問い合わせはご遠慮ください。

税務署

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（実施日 11月29日）

【搬入車両等対策】
搬入車両について市内4ヶ所で監視活動（市内通過禁止区域
の現地確認等）を行い、各班からその結果報告を受けた。
1班：
「エコフロンティアかさま」入口 2班：
「才木交差点」角
3班：逆川「芸術の森公園」入口 4班：施設内（管理棟前）

【監視活動結果】
①
「エコフロンティアかさま」入場に当たって、周辺道路上で
の待機車両はなかった。
②
「才木交差点」および「エコフロンティアかさま」施設内（管
理棟前）での監視において、搬入業者に義務付けているス
テッカー標示がない搬入車両と思われる車両8台について、

事業団に調査を依頼した。
（なお、事業団にて調査した結果、ステッカー標示がない搬
入車両7台は廃棄物の搬入車両であることが判明したため、
排出事業者・収集運搬業者に対して厳しく指導を行った。
）

【次回の監視活動】
施設モニタリング、排ガスの維持管理、浸出水の放流につ
いて実施。
※今回の監視でエコフロンティアかさまへ搬入している産廃
車両に市内通過禁止区域を通行した搬入車両はありません
でした。

1月の納税等 納期限：1月31日（木）
市
県
民
税 （4期分）
国 民 健 康 保 険 税 （8期分）
後期高齢者医療保険料 （7期分）
※納税には、簡単で便利な口座振替をご利用ください。
※納期限を過ぎると延滞金が加算されます。早めの納税を
お願いします。
※口座振替で納付の方は預金残高の確認をお願いします。
平成31年
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茨城県陶芸美術館からのお知らせ
企画展「愛のヴィクトリアン・ジュエリー」

本展では英国王室にまつわる宝飾品や、
著名なコレクションを中心に、この時代の
ジュエリーを展示します。また、当時の
華麗なる英国文化の粋を紹介します。
期間▶1月2日
（水）
〜3月10日(日)
開館時間▶午前9時30分～午後5時
（入館は午後4時30分まで）
入館 料▶一般720
（570）円、満70歳以
上360
（280）
円、高大生510
（410）
円、
小中生260
（210）
円
※
（ ）
内は20名以上の団体料金
※障害者手帳、療育手帳等をお持ちの
方は無料
※土曜日は高校生以下無料(長期休業
日を除く)
休館日▶月曜日
（ただし、祝日の場合は
開館し翌日休館）

ピンクトパーズ&カラー
ゴールドスウィート
1830年頃 イギリス
穐葉アンティーク
ジュウリー美術館蔵

茨城県陶芸美術館
（笠間市笠間2345）
TEL 0296-70-0011
問

トモアからのお知らせ
駅前シネマ

毎週木曜日は「映画の日」1月は新春バ
ラエティでお届けします！
日時▶
2月７日㈭「バレンタイン一揆」
2月14日㈭「ディヴィットとギリアン
響きあうふたり」
2月21日㈭「台北カフェストーリー」
2月28日㈭「ハッピー・リトル・アイランドー
長寿で豊かなギリシャの島で」
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…申し込み

問

…問い合わせ

①午前10時～ ②午後1時～
③午後4時～ ④午後7時～
場所▶トモア マルチホール
参加 費▶一般1,000円／身障者・シニア
800円／子ども500円／未就学児は無料
※映画を5回観ると、
1回無料になります。

ヨガ×クリスタルボウルで癒しの
ひとときを

カルチャースクールの託児ヨガで大人
や な か みどり
気の谷中 碧先生と、優しい音色を奏で
たかまつ わ か こ
るクリスタルボウル奏者の高松稚子さん
のコラボレーションです。どなたでも楽
しめる簡単なヨガと、心が穏やかになる
癒しのサウンドをお楽しみください。午
前のヨガデトックスにはカフェのスープ
付き、午後のヨガリラックスにはケーキ
セット付きです。
日時▶2月4日
（月）①ヨガデトックス：午
前11時30分～午後0時45分 ②ヨガ
リラックス：午後2時～午後3時15分
場所▶トモア マルチホール
対象▶どなたでも ※子連れ不可
参加費▶①②いずれか3,500円（1回）
※①②両方の方は5,800円
持ち 物▶動きやすい服装・ヨガマット、
もしくはバスタオル、ひざかけ、水分
申・問 地域交流センターともべ
「トモア」
（友部駅前1番10号）
TEL 0296-71-6637

あたごからのお知らせ
～もっと楽しくもっと好きになる～

ポーズ解説講座「YOGA STUDY」

ヨガのポーズについて、一歩踏み込ん
で知り、より理解していく講座です。体
のどこをどのように動かすのか、方向や
注意すべきところは？どんな効能がある
のか、などを知っているのといないので
は心身への効果に大きく差が出るところ
です。
「わかる」
「変わる」を実感するこ
とで自信に繋がり、より楽しく効果を引
き出せます。
日時▶1月27日
（日）
・2月24日
（日）
・

3月4日
（月）
場所▶地域交流センターいわま 健康ふ
れあいルーム
い せ や ま ようこ
講師▶伊勢山陽子さん
（ヨガインストラクター）
定員▶20名
（先着順・応募者多数の場合
は抽選）
参加費▶3,000円
（1回）
申・問 地域交流センターいわま
「あたご」
（下郷4438番地7）
TEL 0299-57-3357

ゆかいふれあいセンターからの
お知らせ
キッズヒップホップ短期教室

小学生のダンス教室として「ヒップホッ
プ短期教室」を開催します。練習最終日
では、ゆかいふれあいセンター内でお披
露目会を行います。それを目標にヒップ
ホップダンスに挑戦しましょう。
日時▶2月～3月の毎週土曜日
（全8回）
午前10時10分～11時10分
2
 月（2・9・16・23 日）
、3 月（2・9・16・
23日）
講師 ▶ゆかいふれあいセンターヒップ
ホップインストラクター MIKAさん
対象▶小学1年～6年生
定員▶先着10名まで
（参加人数5名以下の場合は中止）
参加費▶月謝4,800円
（1か月分・税込み・
保険加入込）
※受け付け時に2か月分を徴収します。
持ち 物▶動きやすい服装・シューズ・飲み
物
（申し込み時に印鑑・受講料2か月分）
申し込み方法▶1月19日
（土）
午前10時か
ら受付開始。直接フロントにてお申し込
みください。定員になり次第締め切り。
※電話申し込み不可
※申し込みはご兄弟・姉妹・ご家族の
お子さんに限ります。
申・問

ゆかいふれあいセンター
（仁古田
長兎路入会地1-171）
TEL 0296-78-3796

