〈 町内会は住みよい地域づくりの推進役 みんなで町内会に参加しましょう 〉
リサイクル自転車フェア
（日）
９時30分～13
期来年２月９日
時

※受け付けは10時20分まで
（超えたら
所伊敷公民館 定200人

②ワールドカフェ
（対話の場）
（日）か１月19日
（日）の13
期12月22日

時30分～16時30分 料一般1500円、
学生500円 申電話でそれぞれ前

抽選） ◇売却台数…約80台

日までにワールドカフェ
（牟田）

申往復はがき（１人１通）に住所、
氏名（ふりがな）
、年齢、電話番号

①②共 所サンエールかごしま

を書いて、来年１月６日
（必着）
ま
でに〒892-8677山下町11-1道路管
理課「リサイクル自転車フェア」
係へ 問サンサンコールかごしま
099-808-3333

キンカンの甘露煮の作り方講習
と収穫体験
対市内に住む人（小学生以下は保
護者同伴） 期12月22日
（日）
10時
～か14時～ 所都市農業センター
定各100人（超えたら抽選） 料無
料 申往復はがき
（１人１通）
に住
所、氏名
（ふりがな）
、年齢、電話
番号、午前・午後の別を書いて、
12月13日
（必着）までに〒891-1205
犬迫町4705都市農業センター「キ
ンカンの甘露煮
の作り方講習と
収穫体験」係238
-2666へ
チャレンジファーマー制度説明会
内小規模な農地で経験を積み、将
来、就農を目指す制度の説明会
（土）
10時～ 所都市農
期12月21日
業センター ◇申込不要 ◇詳し
くは農政総務課216-1334へ
就業支援セミナー
内社会参加の案内など 対60歳以
上の人 期12月14日
（土）
９時30分
～12時 所勤労者交流センター
（要予約）
定50人程度 料無料
◇申し込みなど詳しくは市シルバ

ー人材センター252-4661へ
生涯学習プラザ協働講座
①アートでストレスケア、認知症
予防 ｢脳が目覚めるアート塾」
対20歳以上の人 期来年１月11日
～３月22日の毎月第２・４土曜日
10時～12時
（全６回） 定20人
（先
着順） 料6000円
（材料費。
６回分）
氏名、
電
申電話かファクスで住所、
話番号を12月31日までにアート・
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ282-5004
（D同じ）へ

090-7293-7062へ

サンエールプチシネマ
◇上映作品…嵐が丘 期12月19日
（木）
10時～か13時30分～ 所サン
エールかごしま 定各50人
（当日
先着順。
託児あり） 料無料 申不
要 ※託児は予約が必要 問男女

共同参画推進課813-0852
写真地図ワークショップ
内まちを歩いて独自の視点で名所
を発見し、オリジナルの「ニュー
名所地図」を作ります 期12月
15日
（日）
13時～16時 所かごしま
文化情報センター
（みなと大通り
別館１階） 定10人程度 料無料
◇申し込みなど詳しくはかごしま
文化情報センター248-8121へ
勤労青少年スポーツ大会
（テニス・男女別ダブルスの部）
対市内に住むか通勤する39歳未満
の人
（学生を除く） 期来年１月26
日
（日）
９時～16時 所東開庭球場
（先着順） ◇申込期
定50組100人
限…来年１月17日 ◇申し込みな
ど詳しくは勤労青少年ホーム2555771へ
市民ギャラリー
（月）
～13
【別館１階】 ◇12月９日
日
（金）
…吉野写友会写真展 ◇12
月16日（ 月 ）～20日
（ 金 ）… ナ イ シ
ヨット会 ◇12月24日
（火）
～27日
（金）…写真展 ◇来年１月６日
（月）
～17日
（金）
…写真で振り返る
市政2013年
【みなと大通り別館２階】
◇12月９日
（月）
～27日
（金）
…桜島
大正噴火100周年事業「桜島・火
山防災学習パネル展」
♪ランチタイムコンサート♪
◇毎週金曜日12時20分～50分に
みなと大通り別館
１階で開催中
※観覧は無料
問サンサンコールかごしま099808-3333

学習情報センター講座受講者募集

A平成25年度わくわくパソコン講座 ※２日間
（ワード、エクセルなど）
内コンピュータ操作の基本
対市内に住む18歳以上の人
（水）
・９日
（木）
か、②来年１月15日
（水）
・16日
（木）
の
期①来年１月８日
９時30分～16時
◇申込期限 ①は12月17日
（必着）
、②は12月24日
（必着）
B平成25年度教育メディア初級講座
（社会教育） ※２日間
内教育メディアに関する初歩的な知識や技術の習得
対コンピュータの文字入力やマウス操作ができる、市内に住む18歳以上
の社会教育関係者か地域社会での指導などができる人
（水）
・23日
（木）
９時～16時 ◇申込期限 12月24日
（必着）
期来年１月22日
AB共
（超えたら抽選） 料無料
所学習情報センター 定各22人
（１人１講座につき１通）
に、講座名
（開催日）
、住所、氏名
申往復はがき
（ふりがな）、電話番号を書いて、各申込期限までに〒892-0816山下町
6-1学習情報センター227-1925へ

暮らしのガイド
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サンエールかごしまのイベント

■第12回さわやかウェーブまつり
①ワーク部門
内マッサージ、健康体操、折紙など
（土）
10時～15時
期12月21日
②ステージ部門
内ダンス、カラオケ、大正琴、コー
ラスなど
（土）
10時30分～15時
期12月21日
③展示部門
内折鶴、切り絵、短歌など
（土）
～21日
（土）
期12月14日
①～③共
所サンエールかごしま
問サンエールかごしま813-0851

■手づくりひろば
（生活工房無料開放）
内 容
日 時
毎月第１・２火
和裁・洋裁
曜日13時～17時
レザークラフト・ 毎月第３火曜日
トールペイント 13時～17時
（ステンシル）
手芸
（編物・パッ 毎月第４火曜日
チワーク）
13時～17時
対市内に住むか、通勤・通学する人
料無料
申不要 ※託児が必要なときは要予
約
（６カ月～小学２年生まで）
問男女共同参画センター813-0852

「サンエールフェスタ2014」ボランティアスタッフ募集
内会場内の案内、受付、舞台
設営など
（金）
か２月２
期来年１月31日
日
（日）
のいずれか１日
所サンエールかごしま
申はがきに住所、氏名、年代、
性別、電話番号、希望日を
書いて、
「ボランティア希
望」と明記のうえ、12月19
日
（必着）までに〒890-0054
荒田一丁目4-1サンエール
かごしま「サンエールフェ
スタ2014」係813-0851へ

○昨年、会場案内のボラン
ティアとして参加し、地
域の人とたくさん交流す
ることができました。
○各町内会のがんばりにふ
れることができ、何か行
動を起こすことの大切さ
を実感しました。
○ 市 民 の 皆 さ ん は、 い ろ
いろな地域や職場ですば
らしい活動を行っていま
にいどめ
てつ じ
新留 哲二さん
す。それらの情報発信や
（吉野町）
交流の場に、一緒に参加
してみませんか。

給与所得者の年末調整
◇今月は毎月の給与などから源泉徴収された所得税の過不足額を精算する
年末調整の月です。ほとんどの給与所得者は年末調整により、その年の
所得税の納税が完了します
◇生命保険料や地震保険料などは、税額計算のときに所得額から控除され
ます。今年支払った保険料の控除証明書などはそろえておきましょう
◇年の途中で結婚や就職、出産などで扶養親族に異動があったときは「扶
養控除等
（異動）
申告書」の変更が必要です ※16歳未満の扶養親族は扶
養控除は受けられませんが、住民税算定のため必要ですので、必ず該当
欄に記載してください
◇源泉徴収票は確定申告で所得税の還付を受けるときなどに必要です
◇個人住民税の住宅ローン控除適用の市役所への申告は原則不要です
問市民税課216-1173～1176、鹿児島税務署255-8111

社会保険料控除
年末調整や確定申告、市県民税申告のときに社会保険料の控
除を受けるには、
領収書など納付金額の分かるものが必要です。
①国民健康保険税
◇国民健康保険税の納税額の連絡票
（無料）
や市外の税務署管内の事業
所の年末調整用納税証明書
（300
円）
を本庁、
各支所で発行 ※世帯
員ごとに納付額を按分するときは
申し出を
◇今年中に国民健康保険税を納めた
人には来年１月下旬に「年間納付
済額のお知らせ」
（確定申告用）
が
送付されます
問国民健康保険課216-1230
②後期高齢者医療保険料
◇特別徴収
（年金からの支払い）
で納
めている人
来年１月下旬に年金保険者から送
付される「公的年金等の源泉徴収
票」
◇口座振替などで納付している人
来年１月下旬に市から送付される
「後期高齢者医療保険料口座振
替・自動払込済のお知らせ」
◇紛失などで書類がないときは長寿
支援課か各支所担当窓口で納付確
認書を発行します
問長寿支援課216-1268

内＝内容
対＝対象
料＝料金
共＝共通事項
期＝日時・期間・期日
問＝問い合わせ
D＝ＦＡＸ
{＝E-mail
I＝ホームページ

定＝定員・定数・人員

③介護保険料
◇特別徴収
（年金からの支払い）
で納
めている人
来年１月下旬に年金保険者から送
付される「公的年金等の源泉徴収
票」
◇口座振替か納付書で納めている人
来年１月中旬に市から送付される
「介護保険料口座振替・自動払込
済のお知らせ」か「介護保険料領
収証書」
◇紛失などで書類がないときは介護
保険課か各支所担当窓口で介護保
険料納付確認書を発行します
問介護保険課216-1279
④国民年金保険料
◇申告には日本年金機構から送付さ
れた控除証明書か領収証書が必要
※10月以降に今年初めて納付した
人の控除証明書は来年２月上旬に
送付されます
◇自分で納めた扶養親族の保険料も
対象となります
問日本年金機構・控除証明書専用ダ
（ 来 年 ３ 月14
イ ヤ ル0570-070-117
日まで）
所＝場所

申＝申し込み

