
学校体育施設予約調整会議
日時（4月分）…3月15日（日）  
　小学校：午後７時～
　中学校：午後７時30分～
場所…市民総合体育館第１会議室
※必ず「学校体育施設開放利用団体登
録通知書」とボールペンをお持ちくだ
さい。

個人利用者優先デー
　毎月第３日曜日（概ね）に、市民総合体
育館（東体育館）を個人利用のために開
放しています。ぜひご利用ください。
日時…3月15日（日）午前９時～午後６時
（午後６時以降も状況により利用可）
使用料…１人２時間220円
※市内小中学生は子どもパスポー　
ト・学生証提示により無料

問合せ●市民総合体育館 ☎２２ー８８００

★★★★スポーツ教室★★★★
◎多種目体験教室（小学生）
期間…4月16日～６月4日
　　　毎回木曜日（計5回）
時間…午後７時～９時
内容…４月１６日 バスケットボール体験
／４月３０日 バレーボール体験／５月
７日 卓球体験／５月２１日 バドミント
ン体験／６月４日 フットサル体験

対象…市内在住の小学3年生～ 6年生
の男女

場所…市民総合体育館
定員…30名（先着順）
受講料…1,000円（別途保険料８２０円）
申込み…3月16日（月）から市民総合体
育館窓口で受け付けます（電話申込
み不可）。

問合せ●市民総合体育館内 
（公財）岡谷市体育協会 ☎22ｰ8850

スポーツ振興課 ☎22ｰ8804

★各種スポーツ教室（子ども）★
（シンコースポーツ㈱主催）

受講料…5,000円
　（保険料・施設使用料込 10回分）
　※春休み短期こども水泳教室は　　
　4,000円

申込み…3月2日（月）午後5時より市民
総合体育館窓口にて受け付けます
（電話申込み不可・先着順。１回の
申込みにつき２名まで）。受講料を添
えて申し込んでください。
※春休み短期こども水泳教室は、3
月1日（日）午後１時より、市民水泳
プール窓口にて受け付けます。

【幼児・小中学生】
※教室により対象が異なります。

◎第1期 バドミントン教室
　（小学４年生～中学生）
期間…4月3日～６月19日
　　　毎回金曜日（計10回）
時間…午後５時～６時
場所…市民総合体育館
定員…20名

◎第1期 サッカー教室
　（年中～小学生）
期間…4月８日～６月24日
　　　毎回水曜日（計10回）
時間…午後４時～５時（年中～小学1年生）
　　　午後５時～６時

　　　　（小学2年生～6年生）
場所…湖畔広場
　　　(雨天時：市民総合体育館)
定員…各30名

◎第1期 卓球教室（小・中学生）
期間…4月８日～６月24日
　　　毎回水曜日（計10回）
時間…午後５時～６時
場所…市民総合体育館
定員…20名

◎第1期 野球教室（小学生）
期間…４月10日～６月12日
　　　毎週金曜日（計10回）
時間…午後５時～６時
場所…湖畔広場
　　　(雨天時：市民総合体育館)
定員…20名

◎第1期 ＨＩＰ-ＨＯＰダンス教室　
　（年中～小学生）
期間…4月13日～６月22日
　　　毎回月曜日（計10回）
時間…午後４時～４時45分

（年中～小学1年生）
　　　午後４時45分～５時45分

（小学2年生～6年生）
場所…市民総合体育館
定員…各30名

◎第1期 フットサル教室
　（年中～小学生）
期間…4月14日～６月23日
　　　毎回火曜日（計10回）
時間…午後４時30分～５時30分

（年中～小学２年生）
　　　午後５時30分～６時30分

（小学３年生～６年生）
場所…市民総合体育館
定員…各20名

◎第1期 こどもスポーツ教室
　（年長～小学生）
期間…4月14日～６月23日
　　　毎回火曜日（計10回）
時間…午後５時～６時
場所…市民総合体育館
定員…20名

◎春休み短期こども水泳教室
　（小学生）
期間…3月23日（月）・24日（火）・25日
（水）・27日（金）（計4回）
時間…午後2時～３時
場所…市民水泳プール
定員…30名

問合せ●市民総合体育館 ☎２２ー８８００
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お知らせ 消費税確定申告書・付表の作成　

※付表の作成から申告書作成までの具体的な記載については、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）「消費税の軽減税率制度
に対応した経理・申告ガイド」をご参照ください。

作成した課税取引金額計算表など 申告書・付表へ転記

　決算書類（損益計算書等）に記載の決算額は税率ごとの区分がありませんので、決算書類からは消費税確定申告書
の作成ができません。

　このため、課税期間内の課税取引を税率ごとに区分できるよ
う、国税庁HPに掲載している「課税取引金額計算表（事業所得
用）」等の様式を用いて整理しておくと便利です。
注）「課税取引金額計算表」については、法人の事業者もご利用いた
　　だけます。

　課税取引金額計算表などで集計した
内容を基にして、課税売上げと課税仕
入れを適用税率ごとに消費税申告書や
付表に転記して消費税額を計算しま
す。軽税率制度実施後の申告書等の
様式は、複数税率に対応した様式に変
更されていますが、作成手順自体はこ
れまでと大きく変わりません。

課税売上げ

課税仕入れ

➡

★各種スポーツ教室（一般）★
（シンコースポーツ㈱主催）

受講料…6,000円
　（保険料・施設使用料込 10回分）
　※テニス教室は7,500円
　※当日参加も可能。1回：９00円
　※託児：１教室につき1,000円
申込み…3月2日（月）午前９時より市民
総合体育館窓口にて受け付けます
（電話申込み不可・先着順。１回の
申込みにつき２名まで）。受講料を添
えて申し込んでください。

　※ヨガ無料体験教室のみ事前に電話
　にて受け付けます。
※託児つきです。希望する人は、3
月15日（日）までにお申し込みくだ
さい。（１歳児から・定員あり）

◎第1期 
　スリムキックボクシング教室
期間…4月8日～７月8日
　　　毎回水曜日（計10回）
時間…午前10時～１１時
場所…市民総合体育館
定員…20名

◎第1期 テニス教室
※初心者は①午前の教室のみ募集
期間…4月８日～６月24日
　　　毎回水曜日（計10回）
時間…①午前10時30分～正午
　　　②午後1時～２時30分
場所…市営庭球場
　　　(雨天時：市民総合体育館)
定員…①20名、②10名

◎第1期
　脂肪燃焼エアロビクス教室
期間…4月13日～６月22日
　　　毎回月曜日（計10回）
時間…午前10時～１１時
場所…市民総合体育館　定員…30名

◎第1期 ヨガ教室
期間…4月13日～６月22日
　　　毎回月曜日（計10回）
時間…午前11時～正午
場所…市民総合体育館　定員…20名

◎第1期 Balletone教室
期間…4月14日～６月23日
　　　毎回火曜日（計10回）
時間…午前10時～１１時
場所…市民総合体育館　定員…30名

◎第1期 ＺＵＭＢＡ教室
期間…①4月14日～６月23日
　　　　毎回火曜日（計10回）
　　　②4月17日～６月19日
　　　　毎週金曜日（計10回）
時間…午前11時～正午
場所…市民総合体育館
定員…各30名

◎第1期 ピラティス教室
期間…4月17日～６月19日
　　　毎週金曜日（計10回）
時間…午前10時～１１時
場所…市民総合体育館　定員…30名

◎ヨガ無料体験教室
日時…３月2日（月） 午前11時～正午
場所…市民総合体育館　定員…20名
持ち物…ヨガマット（あれば）またはバス
タオル

申込み…電話にて受付。

問合せ●市民総合体育館 ☎２２ー８８００

NEW！
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直売所への
農産物出荷等説明会

　直売所に農産物を出荷したい人を対
象とした説明会を開催します。希望する
人は、３月4日（水）までにお申し込みく
ださい。
日時…３月６日（金） 午後6時30分～
場所…市役所4階 401会議室
内容…出荷手続き、栽培技術相談、農
地のあっせん　など

申込み・問合せ●
農林水産課（内線1487）

農地の貸し借り
相談会

　農地を貸したい人と、農地を借りて耕
作したい人とをマッチングする相談会を
開催しますので、お気軽にお申し込みく
ださい。
日時…３月１４日（土） 午前１０時～正午
場所…市役所６階 ６０５会議室
応募方法…電話にてお申し込みくださ
い。（当日参加も可）

申込み・問合せ●
農業委員会事務局（内線１４８８）

お知らせもっ
と

募集やイベント、環境、健康など
まだまだお知らせしたいこと

骨髄バンクドナー登録会
を開催

　骨髄バンクは、白血病などの血液難
病の患者さんを救うことのできる「命の
ボランティア」です。
　日本骨髄バンクのドナー登録者数は、
５２万人（令和元年１２月末現在速報値）
を超えるに至りましたが、いまだに多く
の患者さんが骨髄提供者を待っていま
す。1人でも多くの患者さんを救うため
には、1人でも多くの人のドナー登録が
必要となります。
　岡谷市では、ドナーとドナーが勤務す
る事業所に対して助成制度を設け、骨
髄バンク事業を推進しています。
　献血会場でドナー登録会を開催しま
すので、ドナー登録にご協力ください。
【骨髄バンクドナー登録会のご案内】
期日…３月６日（金）
時間…午前１１時～正午・午後１時～４時
場所…岡谷市保健センター１階 研修室
　　　（献血会場）
問合せ●健康推進課（内線1177）

お知らせ

お知らせ

お知らせ
人権擁護委員による
「特設人権相談所」開設

　いじめ、虐待、差別、家族の問題など、
人権に関する日ごろの悩みごとの解決
にご利用ください。相談は無料で秘密
は堅く守られます。申し込みは不要、
直接会場にお越しください。
日時…３月２日（月） 午前10時～午後３時
場所…諏訪湖ハイツ
問合せ●長野地方法務局諏訪支局 

☎52-2440

「特急あずさ」のダイヤが
改正されます

　JR東日本では、３月１４日（土）にダイ
ヤ改正を行います。この改正で、「特急
あずさ」の運転区間と一部の停車駅が
変更され、JR岡谷駅では、新たに上り
（新宿行き）で停車本数が１本増えること
になりました。なお、列車番号も変更
になります。
　公共交通をこれからも維持していくた
めにも「乗って残そう公共交通」を合言
葉に、電車、シルキーバスなどを利用
しましょう。
●新たに停車する便
　〈上り〉  岡谷発  午前８時１６分
　あずさ１０号［新番号］
問合せ●商業観光課（内線1451）

環境ボニター
（ボランティアのモニター）
募集

活動内容…環境保全に関する情報の収
集・通報、環境保全に関する意見の
提出

応募資格…２０歳以上の市民
活動期間…４月１日から１年間
応募方法…申込書に必要事項を記入の
うえ、３月１３日（金）までに市民環境
課へ提出してください。（申込書は市
のホームページからダウンロード、ま
たは市民環境課窓口で入手可）

問合せ●市民環境課（内線1142・1143）

野焼きは法律で
禁止されています

　ごみの自家処理のう
ち、野焼きは法律で禁
止されています。地面
に穴を掘っての焼却
や、ドラム缶などでの

焼却も禁止です。少量の落ち葉たき（ビ
ニールや紙くずは禁止）や農家での稲わ
らの焼却などは例外として認められてい
ますが、これらの場合でも時間帯や風
向きに注意して、近隣の迷惑にならな
いよう十分配慮しましょう。
問合せ●市民環境課（内線1142・1143）

お知らせ

環境

３月８日は
「国際女性デー」
国際連合が制定した
女性差別撤廃と

女性の地位向上をめざす、
女性の生き方を
考える日です。

環境

お知らせ
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