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戸塚税務署からのお知らせ
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ご活用ください

　 区民広間コンサート運営事務局・
とつかストリートライブ運営委員会事務局
（区役所地域活動係　 866-8416      864-1933）

無料）　11月30日までに　か　（　　
を記入）で岡本一男へ※当日入場可（　
1,000円）
　 岡本一男（　 　881-4900）／
今井晃一（　 070-4201-4073）
※感染症対策注意事項あり

令和4年度第２回。親子のコ
ミュニケーションのためのヒ
ントを学びましょう。
　12月13日（火）10時～12
時　 区内在住のおおむね未就学児の
保護者、区内在住・在勤の子育て支援に
関心のある人（パソコン、タブレット、ス
マートフォンで視聴できる人）：先着70
人 　11月11日～30日に　で受付
　区役所こども家庭支援担当

2022（令和4）年 11月号 ／ 戸塚区版

マーク
の説明

 日時・期間  講師・出演者  会場  対象・定員  費用  保育  持ち物  申込み  問合せ   電話番号  ファクス番号  休館日
Eメール  ホームページ  行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号、往復はがきの場合は返信面を明記。締切日必着。

令和４年度　戸塚区社会福祉大会　
とつかハートプラン活動発表会
～誰もが安心して心豊かに暮らせると
つかを目指して～
　11月12日（土）13時30分～16時30
分（13時開場）　 戸塚公会堂　 当日直
接（手話通訳あり）　 区役所事業企画
担当（　 866-8424　 865-3963）
親と子のコミュニケーション講座
（Zoomによるオンライン開催）

（　866-8470　 866-8473）
※詳細は区　 へ
第10回　戸塚区ダンスフェスティバル
～観覧者募集～
種目：社交ダンス（平服、ドレス、共通フィ
ガートライアル）、プロデモなど（フリー
ダンスタイムあり）　 12月4日（日）12
時10分～17時15分　 戸塚スポーツセ
ンター　第1体育室　 市内在住（市外
の人は要相談）　 700円（高校生以下

詳細はこちら▶

区役所地域活動係（ 866-8415      864-1933）

区役所企画調整係（ 866-8326      862-3054）

区役所こども家庭支援担当（ 866-8485      866-8473）

戸塚駅東口周辺で交通社会実験を実施します
駅前の一部区間の交通規制が変わります。

重要な
お知らせ

　区内在住70歳以上　　  で区役所地域活動係へ

区役所健康づくり係（ 866-8426～７      865-3963）

詳細は市　 参照

毎月第３土曜日は、とつか音楽の日♪
戸塚駅周辺で音楽イベントを開催

これからは外出せずにマイナンバー
カードとスマートフォンで
確定申告しませんか？

　11月11日（金）10時～16時 　先着50人
　戸塚法人会館２階 中会議室（上倉田町
449-2） 　当日直接（入場時間指定。先着順
に整理券配布） 　東京地方税理士会戸塚支
部（　 864-3300　 871-7722）

　12月７日（水）・８日（木）10時
～15時 　 区役所７階 税務課
会議室 　 本人確認書類（マイナ
ンバーカードなど) 　 当日直接 
　戸塚税務署 （　 863-0011）
※マイナンバーカードを利用できない場合、
　e-Tax用のIDとパスワードの出張発行をします。　
※必ず申告者本人がお越しください。

確定申告はスマホ申告が便利！

税理士会による無料税務相談

　11月28日、12月19日（月）①
10時、②14時（各１時間） 　先
着各20人 　戸塚税務署 １階会
議室（吉田町2001） 　各開催日
１週間前までに　 で受付
 　戸塚税務署
（ 　 863-0011（内線）313）

消費税のインボイス制度説明会

▲インボイス
制度の詳細は
こちら

スマホ申告（e-Tax）説明会

▲確定申告の
詳細はこちら

区役所では特殊詐欺対策に有効な録音・警告機能がある電話機などの
購入補助を実施しています。申請予約の締切は12月７日（水）までです！

交通の流れを円滑にし、駅周辺を安
全にご利用いただくための社会実験
を実施しますので、ご理解とご協力を
お願いします。

国道１号線側からの進入ができな
くなります。

戸塚駅東口　交通社会実験  で 検索

・社会実験についてのア
ンケート調査を実施予定
です。ご協力をお願いし
ます。
※実施内容を一部変更する場合あり

実施期間

11月23日（祝・水）12時
～29日（火）12時

購入補助の
締切迫る 迷惑電話を防止しよう！

実 施 内 容

2 駐停車対策（戸塚駅前の通り）

1 一方通行化（戸塚モディ裏通り）

法定で駐停車禁止となっている
交差点付近での駐停車対策を行
います。ゼブラゾーンや仮設防護
柵により、駐停車禁止ゾーンを明
確にします。

①

②

イータックス

ズーム

7

12月１日は世界エイズデー12月１日は世界エイズデー
HIV／エイズについて正しい知識を持ちましょう！早期に発見
すれば発病を防げます！福祉保健センターでは、匿名でHIV検
査を実施しています。　　隔週水曜 10時～11時（予約制）

保護者が昼間に仕事で家にいない家庭の小学生が、安全で豊かな放課後を過ごすために、放課後児童クラブ（学童）が運営
されています。申込方法など詳細は、平日午後に各クラブへ直接お問い合わせください。

放課後児童クラブ入所希望者説明会放課後児童クラブ入所希望者説明会令和５年度

♪とつかストリートライブ
ストリートミュージシャンによるライブで戸塚の
街を盛り上げます！
　11月19日（土）11時～18時（変更の場合
あり。　 を参照）
　トツカーナ東急プラザデッキ
（戸塚駅西口歩道橋）
　当日直接

♪区民広間コンサート
今月の出演者：人間惑惑 with 秦万里子（アンサン
ブル）／倉田コミュニティハウス歌声友の会（歌唱）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、客席数の制限を
することがあります。
　11月19日（土）12時～13時
　区役所３階区民広間
　当日直接

一般車乗降場もご利用くだ
さい。多くの人が利用でき
るよう短時間利用にご協力
ください。

一般車乗降場：駐車スペース

詳細はこちら▶

詳細はこちら▶

③

▶詳細はこちら

お知らせ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントや講座などが中止になる場合があります。また、発熱や咳症状などがある人の参加はご遠慮ください。

クラブ名 説明会日時／会場 申込 所在地／電話番号

ドリームハイツ学童保育クラブ 2023年２月５日（日）10時30分～11時30分
／同クラブ 当日直接 深谷町1408-24 

280-3491

東戸塚学童クラブ 12月17日（土）14時～17時（２部制）
／同クラブ

で
受付

前田町503-2　
コーエービル201 
821-4869

YMCA東とつか学童クラブ 11月25日、12月2日（金）18時15分～19時
／同クラブ

で
受付

川上町88-1東横ビル５A 
392-3747

岩崎学園品濃町放課後児童
クラブ〔大地〕／〔大空〕

11月12日（土）①13時30分、②15時、③16時30分
（各1時間）／横浜保育福祉専門学校教室

か
参照

品濃町550-8 
[大地] 826-7735 
[大空] 826-7772

ねっこぼっこ 2023年１月14日（土）14時～16時
／同クラブ で受付 戸塚町2804-1 

864-7145

YMCAとつか学童クラブ 開催などの詳細はクラブに直接お問い合わせください 上倉田町769-24 
860-3385

戸塚学童保育／
第二戸塚学童保育

11月19日、12月10日（土）14時から
／同クラブ で受付

戸塚町4117-4 
[戸塚] 864-9507 
[第二戸塚] 864-9508

のびのび学童保育所 11月26日（土）13時30分～14時30分
／同クラブ

で受付
（随時）

上柏尾町311-76 
822-2060

大正つくしんぼうクラブ 12月３日、2023年２月４日（土）18時～19時
／同クラブ

各日２日前まで
に で受付

原宿4-22-1 
852-1108

おどりば学童保育所 12月17日、2023年１月14日（土）9時～12時、
13時～16時（各30分間、個別対応）／同クラブ で受付  

443-9907

小雀つくしんぼうクラブ 開催などの詳細はクラブに直接お問い合わせください 原宿2-60-32 
851-3581


