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宝くじの助成金で地域の
防災用品を購入しました

お知らせ
傍聴を

☆どなたでも傍聴できます。当日
直接会場へ。日程は、変わることが
あります

12 月の教育委員会定例会
教育委員会係／5 階
☎
（3228）
8857 （3228）
5679
① 4日 ②18日
いずれも金曜日、午前10時から
区役所 5階教育委員会室

中野区子どもの権利擁護推進
審議会
子ども政策調整係／5階
☎
（3228）
5605 （3228）
5679
12 月17日
（木）
午後 7時〜9時
区役所 7階会議室

都市計画案の縦覧
都市計画係／9 階
☎（3228）
8981 （3228）
5668
縦覧図書 ①都市計画区域の整備、開発

日
（消印有効）

助成するため、区は区民公益活動推進

縦覧場所

基金を設け、区民、事業者のみなさんか

区役所 9 階 2 番窓口、東京

都都市整備局都市づくり政策部都市計
画課
意見を提出できる方 区内在住の方、案

ど計 5 団体に助成。基金に寄付をして

件に直接利害関係のある方

区民団体の公益活動を応援しませんか。

意見提出の方法

意見書
（書式自由）
を

期間 11月28日
（土）
〜来年1月28日
（木）

予約を

会場 中央図書館 ☆当日直接会場へ

赤い羽根共同募金からの配分を
受けたい方へ
HPで

詳しく

中野区募金委員会
（地域自治推進係内）
／5 階
☎
（3228）
8921 （3228）
5620

赤い羽根共同募金に寄せられた寄付

でに届かない場合は育成活動支援係へ

の影響で納付が困難な方は、早めに

連絡を。

中野年金事務所
（中野 2-4-25）
☎
（3380）
6111

業を希望する方

年末調整の控除証明書を
電子データで提出できます
中野税務署
（中野 4-9-15）
☎
（3387）
8111

インターネットで自身の年金記録や

には、12 月下旬に郵送予定。なお当日

将来の年金の見込み額などを確認でき

は、入場券がなくても、区内在住・在勤・

るサービスです。

詳しく

佐々木禎子さん
（
「原爆の子の像」のモ

申し込むか、電話、ファクスまたは直接、
同センターへ。 講座名、氏名とふりが
な、電話番号、メールアドレス

レゼンテーション

配信期間 12 月19日
（土）
〜27日
（日）

禎子さんが実際に折った鶴も展示
午前 6時 45 分〜午後10時 30 分

国税庁では、電子データでの年末調

①売れる・伝わる 声、心を揺さぶるプ

と平和の大切さを伝えます。闘病中の

書等は、電子データで提出できます。

会場

平和資料展示室（ 新井 3-37-78

②利益 2 倍を実現する社員を雇わな

い経営方法 リモートでアウトソーシ

ング徹底活用術

整手続きを簡単にするため、
「年末調整

キリンレモン スポーツ

配信期間 12 月 26 日
（土）〜来年 1月

控除申告書作成用ソフトウェア」を無償

センター内）

10日
（日）

で提供します。詳しくは、国税庁 HP をご

☆当日直接会場へ

覧ください。

決算説明会を開催

年齢の方、家族の方も入場できます。当

省が定めた「年金の日」
。これを機に、
「ね

について＝午前10 時から、②事業所得

日直接会場で入場手続きを

んきんネット」を活用しませんか。

について＝午後2時から ☆各回2時間
会場 産業振興センター

年金機構 HP をご覧になるか、中野年金

申込 み 12 月 8 日までに電話または

事務所またはねんきんネット等専用ダ

ファクスで、
（ 一社）中野青色申告会☎

へ問い合わせを。

前の午後 5 時に産業振興センター HP で

デル）
の一生を通して、原爆被害の実態

日時 11月 24 日
（火）〜12 月 6 日
（日）

日時・内容 12月11日
（金）
①不動産所得

イヤル☎0570
（058）
555
（ナビダイヤル）

平和企画展示「サダコと折り鶴」

提出する生命保険料控除等に係る証明

11月30日
（いいみらい）
は、厚生労働

利用方法などについて詳しくは、日本

区内在住・在勤の方、区内での創

内容 2歳で被爆し、12歳で亡くなった
HPで

在学の方や以前区内に住んでいた対象

◀今回は 2 部制
で実施。詳しく
はこちらから

次の①②とも

申込み 11月24日〜配信開始日の3日

平和・人権・男女共同参画係／4 階
☎
（3228）
8229 （3228）
8860

令和 2 年分から、従業員が勤務先に

☆11月1日以降に転入手続きをした方

区民相談係へ。先着 6 人

産業振興センター（中野 2-13-14）
☎
（3380）6946 （3380）6949

になるか、区民相談係へ問い合わせを

寄付してくださる方には、必要書類を

詳しく

申込み 12月1日午前9時から電話で、

対象

3183へ問い合わせを。

「ねんきんネット」のご利用を HPで

会場 区役所1階専門相談室

産業振興センターの
インターネット配信講座
（2 件）

門相談について詳しくは、区 HP をご覧

をご覧になるか、同会事業部☎
（5292）

の案内状
（入場券）を、12 月上旬に郵送

☆一人当たり25 分以内

祉事業に配分されています。

の対象となります。法人の場合は、全額

ラザで行う「中野区成人のつどい」
。そ

日時 12 月 8 日
（火）午後 1時〜4 時

☆毎月第 2 火曜日に実施。その他の専

件の名称、利害関係のある方はその理由

◀区 HP はこちら

完。挿絵画家の第一人者と言われ、情感

金は、民間の地域福祉活動事業、社会福

す。事業について詳しくは、同募金会 HP

来年 1月11日
（月・祝）に区がサンプ

中野で長く暮らした画家、風間

土地家屋調査士による相談。必ず事前

住民税）の確定申告の際に寄付金控除

るか、公益活動推進係へ問い合わせを。

内容

あふれる美人画、風景画で人々を魅了

住所、氏名とふりがな、電話番号、案

育成活動支援係／5 階
☎（3228）
5648 （3228）
5659

HPで

詳しく

し続けたその世界を紹介します

に東京都共同募金会 へ 相談 が 必要 で

寄付について詳しくは、区 HP をご覧にな

中央図書館（中野 2-9-7）
☎
（5340）
5070 （5340）5090

内容 区内在住の方が対象。司法書士・

状を贈呈。個人の場合、所得税
（または

郵送します。また、電子申請も可能です。

記載事項

一向台町会の防災用品の購入を助成し

市計画課（〒 163-8001 住所不要 ）へ。

損金算入が可能です。

手話通訳あり

ゆかりの著作者紹介展示
「風間完〜名作を彩る叙情画家〜」

催し・講座
12 月の登記相談

一時保育あり

ました。

年度コミュニティ助成事業を活用し、弥

配分を希望する方は、12 月18日まで

☆詳しくは東京都 HP をご覧ください

HP で詳しく

区民相談係／1 階
☎
（3228）
8802 （3228）
5644

なお、3 万円以上の場合は、区から感謝

認を。新型コロナウイルス感染症等

で、忘れずに納付を

寄付の金額は、幾らでも構いません。

区は
（一財）
自治総合センターの令和2

郵送または直接、東京都都市整備局都

区 HP をご覧ください。12月14日ごろま

☆ 8 月上旬に郵送した納税通知書

らの寄付金などを積み立てています。
今年度は、
「ここからプロジェクト」な

☆口座振替の方は、事前に残高の確

中野都税事務所 ☎
（3386）
1111

区内では、さまざまな区民団体が幅
います。それらの活動に必要な資金を

します。対象者などについて詳しくは、

11月30日は個人事業税第2期
分の納期限です

公益活動推進係／5 階
☎
（3228）
8093 （3228）
5620

縦覧・意見募集の期間 12 月2日〜16

11月30日は納期限です。
忘れずに納付を

免の案内をご覧になれます

HPで

詳しく

広い分野で自主的な公益活動を行って

詳しく

相談を。区 HP で納付相談や猶予、減

地域防災係／8 階
☎
（3228）
8930 （3228）
5658

及び保全の方針、②都市再開発の方針

成人のつどい
（成人式）
の案内状
を郵送します
HPで
国民健康保険料の第 6 期分
後期高齢者医療保険料の第8期分
介護保険料の第 8 期分

区民公益活動推進基金に
寄付しませんか

HPで

詳しく

（3380）
8761・ （3380）
8763へ。各回
先着 40 人程度。 氏名とふりがな、電
話番号、参加希望内容
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令和2年（2020年）11月20日号

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

令和2年
（2020年）11月20日号
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