新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。催しなどにご参加の際は、マスク着用などの感染症対策にご協力をお願いします。

展示
「北欧の暮らし方から
見つける 幸福な男性の働き方、
女性の働き方」
世界幸福度ランキング上位
を占める北欧の国々の暮らし
方を知り、私たちのこれから
▲
の働き方について考えます。 詳細はコチラ
6月30日㈭まで
エセナおおた
5764−0604
☎3766−4586

同士の交流を深めてみませんか。
1・2歳のお子さんと保護者
7月5日㈫午前10時〜11時30分
大田文化の森
先着15組
問合先へ電話か FAX（記入例参照）
子ども家庭支援センター地域子育て推
進係
3763−0199
☎5753−1153

汎用旋盤・フライス盤
初級講座
区内在住・在勤で金属加
工や機械工業に従事し、汎用
旋盤・フライス盤の技術を必
▲
要とする方
詳細はコチラ
9月10・17・24日㈯午前
9時15分〜午後4時30分
都立城南職業能力開発センター大田校
4,000円
抽選で 10名（汎用旋盤5名・フライス
盤5名。どちらか選択）
申込書を（一社）大田工業連合会（☎3737
3737−0799）へ連絡して
−0797
入手し FAX。HP からも申し込み可。7月
19日締め切り
産業振興課産業振興担当
6424−8233
☎5744−1376

住まいの衛生パネル展
ネズミ、ハチ、蚊などの防
除方法、換気や結露対策によ
る衛生的な室内環境づくりな
▲
どを紹介します。
詳細はコチラ
6月3日㈮正午〜17日㈮午
後3時
※6月10日に展示内容が変わります
六郷文化センター
生活衛生課環境衛生担当
5764−0711
☎5764−0694

大井ふ頭中央海浜公園
ホッケー競技場再開業イベント

大田区学
クイズ
に挑戦！
給食にも出てくる大田区発祥の
パンは何でしょうか？
＞＞答えは、5面インフォメーション
で確認！

出前講座
「親子で遊ぼう！」
遊びを通して親子のふれあい、参加者

全て事前申込制です
夏休み期間中にお子さんが楽しめる企画
「夏やすみ子どもの森」を実施します。
詳しくはHPをご覧ください！

https://www.bunmori-unkyo.jp/
大田文化の森イベント

イベント名

検索

対象・定員
（抽選）

開催日時

〜名曲で巡るヨーロッパの旅〜
ピアノ＆ヴァイオリン＆チェロ

6月22日㈬
午後3時〜4時15分

申込締切
（必着）
6月8日

110名
お星さまに願いを込めて
七夕クラシックライブ

7月6日㈬
午後3時〜4時15分

工作ワークショップ
しかけえほんをつくろう！

7月9日㈯
午後2時〜4時45分

小学生と保護者、
20組

シニアのための健康けん玉教室

7月11日㈪
午後2時〜４時

60歳以上、
25名

レースを貼ってアンティーク風
BOX を作ろう！！

8月5日㈮
午後1時〜4時

小学4年生以上、
15名

自由研究にもばっちり。
ちりめんで「お魚」
を作ろう！

8月6日㈯
小学3年生以上、
午後1時30分〜3時30分 15名

6月22日

6月23日

7月20日

講演会 龍子記念館名作展
「涼風を語る」鑑賞ガイド

おはなしのへや

8月21日㈰
午後１時30分〜3時

100名

7月〜令和5年3月の
第1木曜、
午後3時〜3時30分
（11・1月は第3木曜）

8月5日

小学生までの
毎月20日必着
お子さんと保護者
翌月分を抽選
各回8組

▶費用
1,000円（中学生以下は無料） 500円
（中学生以下は無料）
▶申込方法 問合先へ往復はがき
（1枚1講座）
。問合先HP からも申込可。
護者1名 保護者2名まで 保護者2名まで記名可
▶会場・問合先
大田文化の森運営協議会（〒143−0024中央2−10−1大田文化の森4階）
3772−0704
☎3772−0770
はがきや FAX などの記入例

令和4年第2回区議会定例会は、6月15日㈬〜24日㈮に開かれる予定です。今
会期の請願、陳情の受け付け締め切りは、6月7日の予定です。傍聴を希望する
方は、当日に以下の受付へお越しください。
●本会議＝区役所本庁舎11階傍聴受付
●委員会
区役所本庁舎10階議会事務局
●委員会＝区役所本庁舎10階議会事務局
※せきや発熱の症状があるなど、体調が優れない方は傍聴をご遠慮ください
手話通訳を希望する方＝7日前までに問合先へ申し込み
FM受信機の貸し出しを希望する方＝傍聴の際にお申し出ください
▶問合先 議会事務局庶務調査担当 ☎5744−1474 FAX 5744−1541

令和4年度
特別区民税・都民税（住民税）が
決まりました
徴収方法

❶催しなどの名称

❷〒住所

500円
保

納付方法

通知の
送付日・送付先

税証明の
発行開始日

5月17日に勤務先宛て
に税額の決定・変更通
知書を郵送しました

5月17日
※複数の方法で納
める方は 6月10日

①

給与からの特別徴
収（給与から差し引
いて納める方）

6月〜令和5年5月の
毎月、給与から差し
引き

②

普通徴収（個人で納
める方）

通知書に同封の納付
書か口座振替で納付

③

ホッケー、ラクロス、タッ
チラグビーの日本代表選手の
パフォーマンスのほか、フラ
▲
イングディスクなどを体験で 詳細はコチラ
きます。詳細は問合先HP を
ご覧ください。
6月18日㈯午前10時〜午後5時30分
大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場
大井スポーツセンター
☎3790−2378

大田文化の森
大田
大田文
大
田文
田文
文化の
文化
化の森
の森
催し案内
催し
催
し案内

大田区議会定例会の開催

6月10日に本人宛てに
公的年金からの特 4・6・8・10・12月、 納税通知書を郵送しま
別徴収（年金から差 令 和5年2月 に 年 金 す
し引いて納める方） から差し引き

6月10日

※③の方のうち、令和3年度から引き続き特別徴収の方は、4・6・8月に、令和3年度の特別徴
収税額の 6分の 1 に相当する金額を仮徴収税額として公的年金から引き落とします。10・12月、
令和5年2月は、確定した令和4年度の住民税額から仮徴収税額を差し引き、残った税額を 3等分
して引き落とします（端数は 10月分で調整）
※③の方のうち、令和4年度から新たに特別徴収になる方（65歳になられた方など）は、令和4年
度住民税額の 2分の 1 は、6・8月に納付書か口座振替（普通徴収）で納めてください。残りの額
を 10・12月、令和5年2月に公的年金から引き落とします
※新型コロナウイルス感染症の影響などにより確定申告が遅れた場合、住民税額決定時期か税
額が変更となる場合があります

◆税証明の発行
令和4年度住民税の証明発行開始日は、上表のとおりです。
▶発行場所 問合先、戸籍住民窓口、特別出張所、納税課（納税証明書のみ）
、コ
ンビニエンスストア
（大田区在住でマイナンバーカードをお持ちの方のみ）
※コンビニエンスストアのみ上表①に該当する方の納税証明書の発行は 6月10日
から
▶申請方法 運転免許証など本人確認ができるものを持参
※代理人の場合は、代理人の本人確認ができるものと委任状が必要（家族でも委
任状が必要）
5744−1515
（共通）
▶問合先 課税課課税担当
税証明＝☎5744−1192
住民税の課税内容＝
（大森地区）
☎5744−1194
（調布地区）
☎5744−1195
（蒲田地区）
☎5744−1196

◆6月30日は住民税の納期限（第1期）です
▶納付場所
問合先、各特別出張所、金融機関（ゆうちょ銀行含む）、納付書の 1枚あたりの
金額が 30万円以下の場合はコンビニエンスストア、スマートフォン決済（電子マ
ネー、モバイルレジ）
、MMK設置店での納付も可
▶問合先 納税課収納推進担当
（収納） ☎5744−1205
5744−1517

◆転職・退職する方はご注意ください
転職後の新勤務先で特別徴収を継続できない方と、12月末までに退職する方
は、普通徴収に切り替わります。納税通知書を郵送しますので、同封の納付書で
納めてください。
令和5年1月以降に退職する方は、原則として退職時の給与や退職金などから一
括で徴収されます。給与明細などでご確認ください。
▶問合先 納税課収納推進担当
（特別徴収） ☎5744−1197
5744−1517

◆軽自動車税（種別割）の納付期限は 5月31日です
まだ納めていない方は至急納めてください。
▶問合先 納税課収納推進担当
（収納） ☎5744−1205

5744−1517

◆電話による納付案内
区では、住民税・軽自動車税の納め忘れの案内を行っています。
※訪問員が現金をお預かりすることはありません。ご注意ください
▶問合先 大田区納付案内センター ☎5744−1596

◆都税事務所から
固定資産税・都市計画税（第1期分）の納期限は 6月30日です。
▶問合先 大田都税事務所 ☎3733−2411

❸氏名（ふりがな） ❹年齢
（学年） ❺電話番号

❻その他必要事項
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