2017年（平成29年）3月11日

と納税を行い、住民税・所得税から寄附金税額控
除を受けるためには、原則として確定申告を行う
必要があります
（ただし、ふるさと納税ワンストッ
▼

プ特例制度の申請をしている方を除く）。
［問合せ］ 特別区民税・都民税＝税務課課税係
▼

所得税・ 復興特別所得税、
贈与税、個人事業者の消費税・地方消費税＝本所
税務署 ‹3623－5171、向島税務署 ‹3614－
個人事業税＝台東都税事務所 ‹3841
5231
－1271
▼

‹5608－6135

■特別区民税・都民税の口座振替
特別区民税・都民税
（普通徴収分）
の納付は、納
期日に預貯金口座から自動で引き落とされる口

時55分～［ところ］曳舟文化センター（京島1－
38－11）
［ 曲目］
「 茶つみ」、
「たなばたさま」、
「鬼
こ ろく
、
「鉄腕アトム」ほか［定員］先着580人［入
の小六」
場料］無料［申込み］当日直接会場へ

■新しい団員を募集しています
［対象］区内在住在学の小学校3年生～高校生（平
成29年4月1日現在）
［練習日時］土曜日（午後2時

－22）
［ 費用］年間1万2000円 ＊新入団員は
9月末まで＝無料
10月～29年3月＝6000円
＊楽譜代等は別途自己負担［選考方法］面接 ＊3

月25日（土）午後に墨田中学校にて保護者同伴で
実施（時間は申込者に後日通知）
［ 申込み］3月24

廃車等の手続をお忘れなく

原動機付自転車等

原動機付自転車等の譲渡や処分をした際には、
必ず、廃車等の手続を行ってください。軽自動車
税は4月1日現在の所有者（割賦販売契約等で所
有権が売主などにある場合は使用者）
に課税され、
月割りの制度がありません。平成29年4月1日ま
でに手続を行わないと、1年分の軽自動車税が課

区内循環バスの車内の天井を、葛飾北斎の作品
で装飾した、すみまるくん「北斎号」の運行を、3
月20日（月）から開始します。
なお、すみまるくん「北斎号」は1台のみの特別
車で、すみだ北斎美術館前（津軽屋上屋敷跡）を通

る南部ルートを不定期に運行します。
［問合せ］ 観光課観光担当 ‹5608－6500
京成バス株式会社奥戸営業所 ‹3691－0935

トリフォニーホールチケットセンター
‹5608−1212・錦糸1−2−3

「すみだ 北斎美術館」開館記念

トリフォニーホール・ジュニア・オーケストラ第23回演奏会

［入場料］
トリフォニーホールのほど近く、亀沢で生 ニーホール・ジュニア・オーケストラ
まれた葛飾北斎の代表作「神奈川沖浪裏」は、 全席指定1500円 ＊高校生以下は無料
遠く離れたフランスでドビュッシーが「海」の ■トリフォニーホール・ジュニア・オーケス

楽譜を出版する際、表紙に使われたことでも トラの入団希望者説明会
小学校4年生～高校生の子ども約70人が所
知られています。それから約200年。北斎生誕
あ
の地すみだで、音楽を通じて出逢 った子ども 属するトリフォニーホール・ジュニア・オー
たち「トリフォニーホール・ジュニア・オーケ ケストラ。このたび、4月から一緒に活動する、
こ
入団希望者を対象とした説明会を開催します。
ストラ」が今、その海に漕ぎ出します。
［とき］3月28日（火）午後7時～［ところ］すみだ ［とき］3月27日（月）午後5時半～［ところ］すみ
トリフォニーホール（錦糸1－2－3）
［ 曲目］ベ だトリフォニーホール（錦糸1－2－3）
［ 内容］
ルリオーズ／序曲「ローマの謝肉祭」、トマジ 団員による活動についての紹介、練習の見学
／サクソフォン協奏曲、ビゼー／歌劇『アルル ［申込み］事前に電話で、トリフォニーホール・
の女』第1・第2組曲より「カリヨン」
「 アダー ジュニア・オーケストラ事務局（墨田区文化振
ジェット」
「間奏曲」
「ファランドール」
、ドビュッ 興財団内 ）‹5608－5404へ ＊団員募集等
シー／「海」
［出演］音楽監督・指揮／松尾葉子、 の詳細は、すみだトリフォニーホールのホーム
サクソフォン／上野耕平、管弦楽／トリフォ ページを参照

▼

▼

▼

税されますので、ご注意ください。
［問合せ］ 125cc 以下の原動機付自転車、ミニ
カー、小型特殊自動車
（フォークリフト等）
＝税務
125cc を超える二
課税務係 ‹5608－6134
輪 車 ＝ 足 立 自 動 車 検 査 登 録 事 務 所 ‹050 －
軽四（三）輪自動車＝軽自動車
5540－2031
検査協会足立支所 ‹050－3816－3102

すみまるくん「北斎号」

トリフォニーホール
公演おすすめ情報

▼

（一部取扱いできない金融機関あり） ＊専用は
がきは申込先、各出張所で配布 ＊区内の各金融
機関でも手続可

運行を開始します

～6時）
・日曜日（午前10時～午後3時）を中心に
年間55回程度 ＊ほかに定期演奏会や各種演奏
活動あり［主な練習会場］墨田中学校（向島4－25

▼

座振替が便利です。ぜひ、ご利用ください。
［申込み］ 専用はがきを直接または郵送で5月
銀行等のキャッシュ
12日（消印有効）までに
カードを持って直接、6月14日までに 税務課税
務係（区役所2階）‹5608－6133へ ＊キャッ
シュカードでの申込みは口座名義人本人のみ可

課青少年担当（ 区
‹5608
役所11階）
－6311

▼

復興特別所得税、贈与税、個人事業税の申告期限
は3月15日
（水）
、個人事業者の消費税・地方消費
税の申告期限は3月31日（金）です。また、ふるさ

［とき］3月19日（日）午後2時半～ ＊開場は午後
1時45分～ ＊ウェルカム・コンサートは午後1

▼

■特別区民税・都民税等の申告
平成28年分の特別区民税・都民税、所得税・

すみだ少年少女合唱団
第32回定期演奏会

日までに問合せ先へ ＊練習の見学も受付中（詳
細は問合せ先へ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
［問合せ］生涯学習

▼

特別区民税・都民税等

心を合わせて歌います

▼

税金は暮らしを支える礎となります

3

墨田区のお知らせ

昨年12月に開催した「第23回中学生区議会」の代表質問から

ご意見ありがとうございました

墨田区を全国に PR するために、墨田区出身の
有名人・著名人の方に「スカイツリー区」のよ
うなインパクトのある CM や宣伝をお願いし
てみてはいかがですか。

平成29年度墨田区食品衛
生監視指導計画案
皆さまからお寄せいただいたご意見等の概要と、

区の考え方を閲覧できます。
［閲覧期間］3月31日（金）まで［閲覧場所］生活衛

生課
（区役所5階）
、区民情報コーナー
（区役所1階）
＊土 ･ 日曜日、祝日は区民情報コーナーのみ
＊区ホームページでも閲覧可［問合せ］生活衛生
課食品衛生係 ‹5608－6943

すみだ郷土文化資料館の
地元ボランティアによる展示解説
▼

▼

▼

［とき］ 個人＝第2・第3日曜日午後1時～4
団
時［申込み］ 個人＝当日直接会場へ
体（20人以上）＝展示解説を希望する日の1
か月前までに電話で問合せ先へ［問合せ］す
‹5619
みだ郷土文化資料館
（向島2－3－5）
－7034

【区長から】

ラリンピックにおいて、水泳平泳ぎ200m で

金メダルを獲得した金藤理絵選手や、新体操
女子団体で入賞した横田葵子選手、さらに、パ
ワーリフティングで入賞した三浦 浩選手など、
墨田区にゆかりのある方々が活躍し、墨田区

墨田区は今年度から、地域の魅力を掘り起
こしながら積極的に情報発信していくシティ

プロモーションに取り組み始め、地域の出来
事やイベント等の情報をフェイスブックやツ
イッター、インスタグラム等の SNS を使って
発信しています。東京スカイツリーⓇ や、すみ
だ北斎美術館といった観光施設のほか、歴史

や伝統に根ざした文化的な魅力など、多くの
観光資源を有している墨田区を PR し、たくさ
んの方に知っていただきたいと考えています。
有名人による PR ということでいえば、夏に
行われたリオデジャネイロオリンピック・パ

ぜひ、自分が一生懸命になれるものを見つけて、
皆さんの夢をかなえられるように頑張ってく
ださい。そして将来、皆さん自身が墨田区を広
く PR してくれることを願っています。
［問合せ］広報広聴担当 ‹5608－6221

＝電話

お知らせ

の名前を世界に広めてくれました。
皆さんは日々、学校で勉強やスポーツ、習い
事など多くのことに励んでいると思います。

＝ファクス

＝ E メール

＝ホームページアドレス

後継者・若手経営者育成ビジネススクール「フロンティアすみだ塾 ( 第14期 )」の塾生募集 (4月7日まで )。問：産業経済課 ‹5608-6188

