
5 2 中 村 区⓮

☆急に熱湯をかけると、水道管が破損する恐れがあります
　　　上下水道局中村営業所
　　　TEL 483-1411　FAX 483-1441

◆凍結防止対策
屋外で露出している水道管・蛇口に布などを巻き
ましょう。凍結した場合は蛇口を少し開け、タオ
ルを被せて、ぬるま湯をゆっくりかけてください

問合

水道管の凍結にご注意ください

確定申告会場 開設期間 時　間

午前９:15～午後５:00 

午前９:30～午後４:00

申告所得税および復興特別所得税、贈与税（令和４年分の確定申告） ３/15（水）

消費税および地方消費税（個人事業者の令和４年分の確定申告） ３/31（金）

税金の種類 申告・納期限

《税理士による無料税務相談所》
牧野コミュニティセンター ２階 ※2
※１入場には整理券が必要です。当日会場で入手またはLINEアプリから事前入手してください
※２入場には整理券が必要です（当日会場で配付）。株式などの譲渡所得・贈与税の相談はできません
※３２/19（日）・２/26（日）は開設します

　　　２月７日（火）～３月15日（水） ☆土・日・祝を除く 
　　　 午前８:45～午後５:15 ☆正午～午後１:00 を除く
　　　区役所等複合庁舎３階集合会議室B
　　　☆郵送による提出にご協力ください
　　　 ☆申告会場にお越しの場合は、駐車場に限りがあ
　　　　 るため公共交通機関をご利用ください
　　　本陣市税事務所市民税課
　　　個人市民税第一係　TEL 433-4021

愛知県産業労働センター ６階 ※1
（ウインクあいち）

２/16（木）～３/15（水）
☆土・日・祝を除く ※3
２/15（水）～21（火）
☆土・日・祝を除く

　　　名古屋中村税務署個人課税部門　〒453-8686  太閤三丁目4-1　TEL 451-1441
　　　☆自動音声により案内をしています。音声案内に従って操作してください

問合

日時

場所

ＰＩＣＫ
ＵＰ　！ 名古屋中村税務署から確定申告のお知らせ

個人市民税・県民税の申告

問合

国税庁ＬＩＮＥ
公式アカウント
はこちら

～自宅でも確定申告ができます～
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン
　があれば、自宅からe-Tax（電子申告）を
　利用して申告書を提出できます。

　　　２月25日（土）午後１:30～４:00
             区役所等複合庁舎５階　講堂
　　　諏訪・則武・千成学区内または近隣に所在
　　　の団体・企業
　　　２月13日（月）《必着》でメールで申し込み。
　　　件名を「２/25 学区の課題解決ワーク
　　　ショップ」とし、団体・企業名、住所、
　　　電話番号、担当者名、学区へ貢献できる
　　　業務を記載。応募者多数の場合は選考
　　　区役所地域力推進室
　　　TEL 433-2741    FAX 433-2086
             　 a4332741@nakamura.city.nagoya.lg.jp

問合

学区の課題解決ワークショップの
参加団体・企業募集について

日時
場所
対象

申込

ぶらっとなかむら　まち歩き
「新しいまちの中に息づく、歴史のスポットを巡る  笈瀬から米野へ」

ＰＩＣＫ
ＵＰ　！

　　　３月５日（日）午後１:00～２:20
　　　　　　　   （午後０:30開場）
　　　☆大雨警報などの発令時は中止
　　　中村文化小劇場 （中村公園文化プラザ３階）
　　　一般、292人  ☆お子さま連れの参加可
　　　 ☆未就学児は保護者同伴
　　　 ☆当日先着順。満席の場合は入場をお断り
　　　 　することがあります

なかむら音楽会「歌とピアノで彩る春のコンサート」ＰＩＣＫ
ＵＰ　！

なかむら音楽会は、小さなお子さま連れでも
気軽に音楽を楽しむためのイベントです。
皆さんのご協力をお願いします。

日時

場所
対象

◆歴史ガイド
中村まち歩きマイスターの会による歴史ガイド
とともに、自然の魅力あふれる中村公園を
巡ります    
☆ガイドの際はイヤホンを着用　
☆小雨決行（大雨警報などの発令時は中止）
　　　午後１:30～２:30 ☆受け付けは午後１:00から
　　　中村公園記念館前　　　　　一般、10人
　　　前日までに、窓口または電話で先着順。
　　　中村公園事務所
　　　TEL 413-5525  FAX 485-7163

ＰＩＣＫ
ＵＰ　！ 中村公園ひな祭り中村公園ひな祭り

時間
対象

申込
場所

２月25日（土）、26（日）の２日間で開催！２月25日（土）、26（日）の２日間で開催！

問合

◆昭和時代の雛飾り・打掛
　　　午前10:00～午後３:00
　　　中村公園記念館
時間
場所

◆箏の生演奏
　　　午前10:00～正午、午後１:00～３:00
　　　桐蔭茶席
時間
場所

◆福よせ雛の展示
　　　午前10:00～午後３:00
　　　豊頌軒
時間
場所

「チャレンジクラブ」令和５年度前期参加者募集

期間
対象

費用
申込

問合

４月～９月の６カ月
市内在住の65歳以上の方、各会場24人
☆中村区在宅サービスセンターのみ26人
無料（別途、月200円程度の材料費が必要）
３月１日（水）《必着》で、はがきに住所、氏
名（ふりがな）、生年月日（年齢）、電話番
号、希望会場（１人１会場のみ）を明記し、
問い合わせ先へ郵送。窓口または電話申し
込みも可。定員超過の場合は抽選
☆初めての方優先。抽選結果は郵送
中村区社会福祉協議会　
〒453-0024 名楽町4-7-18　
TEL 486-2131　FAX 483-3410

「野鳥観察会」参加者募集
　　　３月４日（土）午前９:30～11:30 ☆小雨決行
　　　庄内緑地（西区山田町大字上小田井字敷地3527）
　　　市内在住・在勤・在学の方、30人
　　　日本野鳥の会会員
　　　２月17日（金）午後５:00 《必着》で、電話・
　　　はがき・ファクス・メールで、野鳥観察会
　　　希望、全員の氏名、代表者の〒住所、電話
　　　番号を伝えて、問い合わせ先へ申し込み。
　　　定員超過の場合は抽選 
　　　 ☆当選者にのみ結果を郵送
　　　西区公害対策室（北西部公害対策担当）
　　　〒451-8508 西区花の木二丁目18-１
　　　TEL 523-4613　FAX 523-4634
　　　　 a5234613@nishi.city.nagoya.lg.jp

日時

対象
場所

講師
申込

問合

中村区在宅
サービスセンター
亀島ふれあいセンター
六反コミュニティセンター
日吉コミュニティセンター

月

火
水
木
金

牧野コミュニティセンター

日比津コミュニティセンター

稲西コミュニティセンター
岩塚コミュニティセンター

曜日 会場/午前10:00～正午 会場/午後１:30～３:30

皆さんが安心して暮らし続けられる中村区を目指
して、地域福祉活動計画（令和６年度～10年度）を
策定します。一緒に計画を策定し、福祉のまち
づくりに取り組んでくださる方を募集します。
　　　２月28日（火）までに窓口または電話で申し
　　　込み。後日、応募用紙を郵送 ☆選考あり
　　　中村区社会福祉協議会
　　　TEL 486-2131　FAX 483-3410
問合

第５次中村区地域福祉活動計画
「公募委員」募集！

　　　２月24日（金） 午前10:00～11:45
             ☆受け付けは午前９:45から
             区役所等複合庁舎５階　講堂
             市内在住、原則60歳以上の健康で働く意欲
　　　のある、現在常勤の仕事に就いていない方
　　　30人
　　　会費1,400円 ☆入会される方のみ
　　　顔写真２枚 ☆縦３cm×横2.5cm
             配分金振込先金融機関の通帳 ☆写し可
　　　ボールペン
　　　２月13日（月）から電話で先着順
　　　（公社）名古屋市シルバー人材センター西部支部
　　　TEL 524-2181
問合

会員募集中！シルバー人材センター
出張入会説明会開催！

日時

場所
対象

申込

申込

持物

　　　名古屋音楽大学学生
　　　区役所、中村文化小劇場、名古屋音楽大学
　　　区役所企画経理室　
             TEL 433-2758　FAX433-2085

中村まち歩きマイスターの会による歴史ガイドと
ともに笈瀬界隈の史跡と、登録有形文化財指定の
筧家住宅を見学します☆ガイドの際はイヤホンを着用
☆小雨決行（大雨警報などの発令時は中止）
☆保険には加入しませんので、必要な方は各自で
　加入してください
　　　３月14日（火）午前10:00～正午ごろ 
              ☆受け付けは午前９:30から
　　　JR名古屋駅太閤通口  噴水広場  ゆりの噴水前
　　　☆解散場所は米野駅周辺です
　　　一般、20人  ☆１組２人まで申し込み可

日時

対象

集合
場所

　　　２月24日（金）午後５:00までに、電話・
　　　ファクス・郵送で①「ぶらっとなかむら」
　　　希望②申込者全員の氏名③代表者の〒住所
　　　・電話番号を伝えて申し込み。
　　　定員超過の場合は抽選
　　　 ☆結果は代表者に通知
　　　区役所地域力推進室　
　　　TEL 433-2743　FAX 433-2086
　　　☆郵送の宛先は
　　　　「〒453-8501（住所不要）
　　　　 中村区役所地域力推進室」

申込

問合

出演
主催
問合

定員
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