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Tax Declaration Starts on Feb. 16 (Mon.)
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（市民税課
2015年度市民税・都民税の申告は市役所へ。
☎042-460-9827・9828）
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2014年分 所得税および復興 特別 所得税の
かくていしんこく

ひがしむらやま ぜ い む しょ

確定 申告は 東村山 税務署へ。
ひがしむらやましほんちょう

(東村山市 本町 1-20-22 ☎042-394-6811)
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＊田無 庁舎 2階 展示コーナー：2月16日(月)〜3月16日(月)
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＊ 東村山 税務署では 2月22日（日）と 3月 1 日（日）にも確定
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申告書 作成のアドバイスと受付をします。
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西東京市くらしの情 報 は市役所ロビー、図書館、公民館
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西 東 京 市ホームページ（英語版）／中 国 語・ハングルは PDF

http://www.city.nishitokyo.lg.jp/english/index.html

니시도쿄시생활정보
（홍보 니시도쿄에서）2015 년 2 월５일 발행
발행：니시도쿄시

문의처：문화진흥과Tel：438‑4040

제작：니시도쿄시다문화공생센터

니시도쿄시 홈페이지（영어판）／중국어・한글은 PDF

http://www.city.nishitokyo.lg.jp/english/index.html

2 월 16 일 (월)부터 세금의 신고가 시작됩니다.
신고기간：2015 년 2 월 16 일(월)부터 3 월 16 일(월)까지
2015 년도 시민세・도민세의 신고는 시청으로（시민세과
☎042-460-9827・9828）
2014 년도분 소득세 및 부흥특별소득세의 확정신고는
히가시무라야마세무서로（히가시무라야마시 혼쵸 1-20-22
☎042-394-6811）
시민세 ・ 도민세와 간단한 소득세의
확정신고의 상담 ・ 신고 창구는
＊타나시청사 2 층 전시코너：2 월 16 일
(월)〜3 월 16 일(월)오전 9 시〜오후 4 시.
2 월20 일・27일은 오후6시〜8시도 개설
＊호야청사１층 시민과 옆 임시창구（확정신고의 상담은
받지 않습니다）：2월16일 (월)〜3월9일(월), 방재센터6층
：3월10일 (화)〜3월16일 (월) 둘 다 오전 9시〜오후4시
＊히가시무라야마세무서에서는 2 월 22 일（일）과 3 월 1 일
（일）에도 확정신고서작성의 어드바이스와 접수를 합니다.

니시도쿄시 생활정보 는 시청 로비, 도서관, 공민관에
있습니다. 매월 ５일 발행. 무료.

Reference: Cultural Promotion Section Tel:４38-4040

http://www.city.nishitokyo.lg.jp/english/index.html
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2月16日(月)から、税の申告が始まります
しんこく き か ん

Nishitokyo Newsletter

Declaration period: Feb. 16 (Mon.) to Mar. 16 (Mon.), 2015
The declaration for residents’ tax and Tokyo metropolitan
resident’s tax for the year 2015 should be filed at the City
Office. (Citizens’ Tax Section ☎042-460-9827・9828)
The tax-return declaration for income tax and the Special
Income Tax for Reconstruction for the year 2014 should be
filed at the Higashimurayama Tax Office. (address 1-20-22
Honcho, Higashimurayama ☎042-394-6811)
Consultation for the residents’ tax, the Tokyo metropolitan
tax and the simple income tax declaration as well as the
filing desk are provided at the following locations:
＊City Office Tanashi Bldg.: the exhibition area on the 2nd
floor, from Feb. 16 (Mon.) to Mar. 16 (Mon.), 9:00 am to 4:00
pm, also 6:00 pm to 8:00 pm on Feb. 20 and 27.
＊City Office Hoya Bldg.: the temporary desk at the Citizens’
Registration and Affairs Section on the 1st floor, Feb.16
(Mon.) to Mar. 9 (Mon.) (tax-return consultation is not
available) and the desk on the 6th floor of the Disaster
Prevention Center: Mar. 10 (Tue.) to Mar. 16 (Mon.). Both
desks are open from 9:00 am to 4: 00 pm.
＊Higashimurayama Tax Office provides advice for taxreturn form filing even on Feb. 22 (Sun.) and Mar. 1 (Sun.)
Nishitokyo Newsletter is available at the reception hall of City
Offices), the local libraries and the Public Halls (Kominkan).
Issued on the 5th of each month. Free.

西东京市生活情报
（选自西东京市广告报）2015 年 2 月 5 日发行
发行：西东京市

咨询处:文化振兴课 Tel：438‑4040

制作：西东京市多文化共生中心

西东京市首页(英语版) / 中国语・韩国语：ＰＤＦ

http://www.city.nishitokyo.lg.jp/english/index.html

从 2 月 16 日（星期一）起，开始办理纳税申报
申报期间：从 2015 年 2 月 16 日（星期一）至 3 月 16 日（星期一）
申报 2015 年度市民税・都民税请到市政府办理。
（市民税課☎042-460-9827・9828）
2014 年度所得税及复兴特别所得税的确定申报，到东村山税务署
办理。
（東村山市本町 1-20-22 ☎042-394-6811）
市民税・都民税和简单所得税的确定申报咨询、申报窗口有
＊ 田无厅舍 2 楼展示角：2 月 16 日（星期一）～3 月 16 日（星
期一）上午 9 点～下午 4 点。 2 月 20 日・27 日下午 6 点～8
点也将开设。
＊ 保谷厅舍 1 楼市民课临时窗口（不受理确定申报的咨询）
：
＊ 2 月 16 日（星期一）～3 月 9 日（星期一）
，防灾中心 6 楼：
3 月 10 日（星期二）～3 月 16 日（星期一）
都在上午 9 点～下午 4 点
＊ 东村山税务署在 2 月 22 日（星期日）和 3 月 1 日（星期日）
也将受理填写确定申告书的指导。

西东京市生活情报 放置在市役所大厅，图书馆，公民馆。
每月５号发行。免费。
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Recruiting Community Farm Users

市民農園の利用者を募集します
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○Nishihara Shimin-Noen (address 3-5 Nishiharacho), 53

くかく

○西原市民農園（西原 町 ３−５）５３区画、1区画１２㎡
くかく

lots, 12 m2 per lot

くかく

○Nakamachi Shimin-Noen (address 6-12 Nakamachi) 54

○中町市民農園（中町６−１２）５４区画、１区画１２㎡
りようりょう

ねんかん

えん

利用料：2年間で 4,500円
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利用期間：2015年4月 1 日〜2017年2月末日
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対象 ：市内 在住 で自分の 畑 がない人、野菜作りが好きな人
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電話番号を書き、返信面にも 住所 ・名前を書いて、2月13日（
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金）までに 必 ず着くように「〒202-8555市役所 産業 振興課
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10時、ところ：保谷 庁舎 (別棟)。抽選 結果は全員に知らせます。
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（注意）農園には 駐 車 場 がありません。 車 で来ないでくださ
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産業 振興課☎042-438-4044
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問合せ： 教育 企画課☎042-438-4071

시민농원의 이용자를 모집합니다.
○니시하라시민농원（니시하라쵸 3-5）53 구획, 1 구획 12 ㎡
○나카마치시민농원（나카마치 6-12）54 구획. １구획 12 ㎡
이용료：2 년간 4,500 엔
이용기간：2015 년 4 월 1 일〜2017 년 2 월 말일
대상：시내에 재주하는 자신의 밭이 없는 사람, 야채재배를
좋아하는 사람
신청：왕복엽서에 희망하는 농원명・주소・이름・연령・전화
번호를 쓰고 답신면에도 주소・이름을 써서 2 월 13 일(금)
까지 반드시 도착하도록 하여「〒202-8555

しやくしょ

市役所

さんぎょうしんこうか

産業振興課」(시청 산업진흥과)로 보내주십시오.
＊신청이 많은 경우 추첨을 합니다. 추첨일：3 월 6 일（금）
오전 10 시, 장소：호야청사 (별동). 추첨결과는 전원에게
알립니다.
（주의）농원에는 주차장이 없습니다. 자동차로 오지
마십시오. 시민농원은 시가 농지를 가지고 있는 사람에게서
빌리고 있습니다. 도중에 돌려 주는 일도 있습니다. 다
른 시민농원을 이용하고 있는 사람은 신청할 수 없습니다.
한세대에서 복수신청을 할 수 없습니다.
문의：산업진흥과 ☎042-438-4044

입학자금을 금융기관 등으로부터 빌릴 수 있도록
소개합니다.
대학・고등학교・전문학교 등에 입학하는 학생이 있는 가정
에서 입학시에 납부할 돈으로 곤란하신 보호자에게는 시가
계약하고 있는 금융기관에 돈을 빌릴 수 있도록 소개하고
있습니다. 문의：교육기획과 ☎042-438-407

lots, 12 m2 per lot
Fee: 4,500 yen for two years
Period: Apr. 1, 2015 to the end of Feb., 2017
Allotted to: city residents who do not
have a filed and who love vegetable
growing.
Application: by return postcard with
name of the farm desired, name,
address, age, and telephone number
and on the return page also name
and address; the return postcard
should be sent to the Industry Promotion Section, City Office,
postal code 202-8555. Make sure the application arrives on
or before Feb. 13, (Fri.).
＊In case there are too many applications there will be a
drawing which will be performed on Mar. 6 (Fri.) at 10:00
am at the City Office Hoya Bldg. (annex). Results of the
drawing will be notified to all of the applicants.
(Note) The community farms do not have any car parking
facilities. Please do not go to the farm by car. The community
farms are leased by the city from the farmland owners.
There is a possibility that fields have to be returned during
the term. People who use another community farm can not
apply for this recruitment. One application per family is
accepted.
Info: Industry Promotion Section ☎042-438-4044

Borrowing School Entrance Money Facilitated

The city will introduce a financial institution with which the
city has a contract to facilitate loans to families in having
difficulties in borrowing money for entering university, high
school or special technical schools. Info: Education Planning
Section☎042-438-4071

募集市民农园的利用者
○西原市民农园（西原町 3-5） 53 区域，1 区域 12 ㎡
○中町市民农园（中町 6-12） 54 区域，1 区域 12 ㎡
租赁费：2 年间 4500 日元
使用期间：2015 年 4 月 1 日～ 2017 年 2 月的最后一天
对象：居住市内没有自己的土地，喜欢种菜的人。
报名：往返明信片上写明希望的农园名称，住址，姓名，年龄，
电话号码，
回信的那面也要写上住址和姓名。
必须在 2 月 13 日
（星
期五）之前寄到「〒202-8555 市役所産業振興課」
＊当报名人数过多时进行抽签。抽签日
期：3 月 6 日（星期五）上午 10 点，地
点：保谷厅舍（别栋）
。
抽选结果将通知全体人员。
（注意）农园里没有停车场。请不要驾
车前往。市民农园是市政府向农地所有者借用的土地，途中可能
出现退还的情况。正在使用其它市民农园者不能报名。每个家庭
不可以重复报名。
咨询：産業振興課 ☎042-438-4044

介绍从金融机关等取得入学资金贷款
当家里有孩子要进入大学，高校，专科学校等，遇到缴纳入学费
有困难时，
我们为家长介绍与市政府契约的金融机关来取得贷款。
咨询：教育企画課 ☎042-438-4071
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ちょこっと 共 済（交通 災害 共済 ）に入りましょう！
こうつう じ こ

とき

かね み ま い きん

たす

あ

せいど

交通事故にあった時、お金(見舞金)をもらえる助け合いの制度で
とうきょう

しちょうそん

す

ひと

かいひ

だ

あ

す。 東京 の３９の市町村に住む人たちが会費を出し合ってこの
せいど

がつ ふ つ か げつ

よやく

う

制度をささえています。2月2 日(月)から予約を受けつけています。
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見舞金をもらえる期間：2015年4月 1 日 〜2016年3月31日
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Ａコース：年会費1,000円で最高300万円の見舞金
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Ｂコース：年会費500円で最高150万円の見舞金
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申込書 ：各家庭に配っています。市内の銀行
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出 張 所 ・市内の銀行に申し込んでください。
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問合せ： 協 働コミュニティ課☎042-438-4046
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防災訓練に参加しましょう！
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ます。参加して、災害を防ぐことを学びましょう。
がつ

にち

にち

ごぜん

じ

しょうご

とき：2月22日（日）午前10時〜正午
ほ う や ちゅうがっこう ほうやちょう

ところ：保谷 中学校 (保谷町１−17−４)
といあわ

ちょくせつかいじょう

直接 会場 へ。

そうごうがた ち い き

ひがしふしみ

問合せ：総合型地域スポーツクラブ「ココスポ東伏見」
しんこうか

☎042-452-3446／スポーツ振興課☎042-438-4081
くち

けんこう しえん しつ

お口の健康支援室
は

じょうず

しょくじ

じょうず

た

歯みがきが上手にできない、食事を上手に食べられ
こ

くち

けんこう

そうだん

ないなど、子どものお口の健康の相談ができます。
たいしょう

さいじ

もうしこ

でんわ

おうふく

対象 ：１〜３歳児 申込み：電話または往復はがきで。

くわ

けんこうか

と

あ

詳しくは、健康課☎042-438-4037 へ問い合わせてください。

쵸콧또(작은) 공제（교통재해공제）에 가입합시다！
교통사고를 당했을 때, 돈(위문금)을 받을 수 있는 상부상조
제도입니다. 동경 39 시읍면에 사는 사람들은 회비를 내고
모아 이 제도를 유지하고 있습니다. 2 월 2 일（월）부터 예
약을 받고 있습니다.
위문금을 받을 수 있는 기간：2015 년 4 월 1 일 〜 2016 년
3 월 31 일
회비의 액수에 따라 두 가지 코스를 고릅니다.
Ａ코스：연회비 1,000 엔으로 최고 300 만엔의 위문금
Ｂ코스：연회비 500 엔으로 최고 150 만엔의 위문금
신청서：각가정에 배부합니다. 시내의 은행에도 있습니다.
회비와 함께 시청사 ・ 출장소 ・ 시내의 은행에 신청해
주십시오.
문의：협동커뮤니티과 ☎042-438-4046

방재훈련에 참가합시다！
「코코스포히가시후시미」는 방재훈련을 지역 여러분과 함께
행합니다. 참가하여 재해를 막는 일을 배웁시다.
때：2 월 22 일（일）오전 10 시〜정오
장소：호야중학교(호야쵸１－17－４) 직접 회장으로.
문의：종합형지역스포츠클럽「코코스포히가시후시미」
☎042-452-3446／스포츠진흥과☎042-438-4081

구강건강지원실
양치질을 잘 못한다, 식사를 잘 하지 못한다
등 어린이의 구강건강상담을 할 수 있습니다.
대상：１〜３세아 신청：전화 또는 왕복엽서로
자세한 것은 건강과 ☎042-438-4037 로 문의하십시오.

Join Chokkoto Kyosai (Mutual Aid for Traffic
Accidents)!

This is a mutual aid system where consolation payments are
made for traffic accidents. The system is supported by
membership dues paid in by Tokyo Metropolitan residents of
39 cities, towns and villages. Reservation for the aid is
acceptable from Feb. 2 (Mon.).
Consolation payable: from Apr. 1, 2015 to Mar. 31, 2016
There are two courses to chose from.
Course A: annual due 1000 yen, maximum consolation
payment 3 million yen
Course B: annual due 500 yen, maximum consolation
payment 1.5 million yen
Application: The form has been distributed door to door to
each family. The form is also available at banks in the city.
The application can be made at the City Offices, branches
and banks in the city, along with the due.
Info: Community Partnership Section ☎042-438-4046

Join Disaster Drill!

“Kokosupo Higashifushimi” will provide a disaster drill to
the residents in that neighborhood. Join the drill and learn
how to avoid disasters.
When: Feb. 22 (Sun.) at 10:00 am to noon
Where: Hoya Junior High School (address
1-17-4 Hoyacho) Come to the site direct.
Info: General Local Sports Club “Kokosupo
Higashifushimi” ☎042-452-3446
Sports Promotion Section ☎042-438-4081

Mouth Care Support Office

The Mouth Care Support Office provides consultation for
problems of children who are unable to brush their teeth
properly or who have difficulty with eating.
Aimed for: 1 to 3 years old children
Application: by telephone or return postcard
Contact the Health Section ☎042-438-4037 for details.

加入小型互助保险（交通灾害互助保险）吧！
这是当发生交通事故时，可以接受慰问金的互助制度。由居住在
东京的 39 个市町村的居民互出会费来维持的制度。2 月 2 日（星
期一）开始受理预约。
获取慰问金的期限：2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日
根据会费金额可以选择以下两类。
A 类：年会费 1000 日元，最高可申请到 300 万日元的慰问金
B 类：年会费 500 日元，最高可申请到 150 万日元的慰问金
报名表：分发到各家庭。市内的银行里也有。
请带上会费到市厅舍，出张所，市内银行进行报名。
咨询：協働コミュニティ課（协动社区课） ☎
042-438-4046

参加防灾训练吧！
「ココスポ东伏见」
（运动俱乐部）和地域的市民
一起进行防灾训练。一起来参加学习如何防灾吧。
时间：2 月 22 日（星期日）上午 10 点～上午 12 点。
地点：保谷中学校（保谷町 1-17-4）直接前往会场
咨询：综合型地域运动俱乐部「ココスポ东伏见」
☎042-452-3446／スポーツ振興課☎042-438-4081

口腔健康支援室
可以对不太会刷牙，
不太会进食等孩子的口腔健康问题进行咨询。
对象：1～3 岁幼儿 报名：电话或往返明信片。
详情咨询 健康課☎042-438-4037
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外国人の先生と一緒に英語で楽しく遊びましょう！
たいしょう

がつ

か

ど

ごぜん

じ

じ

とき・ 対象 ：3月14日（土）①午前10時〜11時
ねんちょうじ

しょうがく

ねんせい

ごぜん

じ

ぷん

ご ご

（年長児〜 小学 ２年生）②午前11時30分〜午後
じ

ぷん

ねんしょう

ねんちゅうじ

0時20分（ 年少 ・年中児 ）ところ：きらっと（
みなみちょう

ていいん

かく

にん

もうしこ

とき

南 町 5-6-5）定員：各32人（申込みが多い時は

ちゅうせん

さんかひ

えん

もうしこ

がつ

にち

もく

抽選 ）参加費：500円 申込み：2月26日（木）
つ

おうふく

までに着くように、往復はがきまたはＥメールで、
じゅうしょ

こ

なまえ

にほんご

じ

りょうほう

・
住所 ・子どもの名前（日本語とローマ字の 両方 ）

がくねん

ほごしゃ

なまえ

でんわばんごう

か

学年・保護者の名前・電話番号を書いて
し やくしょ ぶ ん か しんこうか

えいご

たの

かかり

おく

〒202-8555市役所文化振興課「3/14英語で楽しく」 係 へ送
えい ご

たの

ってください。＊Ｅメールはタイトルを「3/14英語で楽しく」に
といあわ

ぶ ん か しんこうか

してください。
問合せ：文化振興課
☎042-438-4040 ✉bunka@city.nishitokyo.lg.jp
がつ

にち

しゅく

こうつう き せ い

し

2月11日（ 祝 ）交通規制のお知らせ
だい

かいにしとうきょうし

たいかい

ごぜん

じ

しょうご

あいだ

第15回西東京市ロードレース大会のため、
午前9時〜正午の 間
いちぶ

どうろ

くるま

とお

くわ

ほうじん にし とうきょうし

、一部の道路で 車 が通れません。詳しくはNPO法人 西 東京市
たいいくきょうかい

と

あ

体育 協会 （☎042-425-7055）に問い合わせてください。
しんこうか

スポーツ振興課☎042-438-4081
に し と う き ょ う し きゅうじつ し ん り ょ う じょ

西 東京市 休日 診療所
きゅうじつ

しんりょう

ないかいがい

じゅしん か も く

Enjoy Play with Foreign Teachers in English!
When & aimed for: Mar. 14 (Sat.) ①10:00
am to 11:00 am (nencho children to
elementary school 2nd graders, ②11:30 am
to 0:20 pm (nensho and nenchu children;
Where: Kiratto (address 5-6-5 Minamicho);
Quota: 32 children each (a drawing be
made for excessive applications); Fee: 500
yen; Application: by return postcard or
Email with name of child (in both Japanese and alphabet)
and school grade, name of guardian, address, and telephone
number, which shall be addressed to “3/14 Eigode
Tanoshiku”, Culture Promotion Section, City Office postal
code 202-8555. ＊ Email shall be titled “3/14 Eigode
Tanoshiku” The application must arrive by Feb. 26. Info:
Culture Promotion Section ☎ 042-438-4040, ✉
bunka@city.nishitokyo.lg.jp

Notice of Traffic Control on Feb. 11 (holiday)
Car traffic is restricted at some area of the city during 9:00
am to noon due to the 15th Road Race of Nishitokyo. Call
NPO Nishitokyoshi Taiikukyokai (☎042-425-7055) or Sports
Promotion Section (☎042-438-4081) for details.

休 日は、いつも診 療しています。内科以外の受診科目は
と

Nishitokyo Holiday Clinic

あ

お問い合わせください。
しんりょう じ か ん

ごぜん

じ

ご

ご

じ

診 療時間：午前10 〜12時、午後１〜４・５〜９時

ばしょ

なかまちぶんちょうしゃ

なかまち

場所：中町分庁 舎（中町１-１-５ TEL 424‐3331）

외국인선생님과 함께 영어로 즐겁게 놉시다！
때・대상：3 월 14 일（토）①오전 10 시〜11 시（유치원졸업
반연령의 유아〜초 2）②오전 11 시 30 분〜오후 0 시 20 분
（유치원신입반・중간반 연령의 유아）장소：키랏또（미나미
쵸 5-6-5）정원：각 32 명（신청이 많은 경우는 추첨）
참가비：500 엔 신청：2 월 26 일（목）까지 도착하도록
왕복엽서 또는 이메일로 주소・어린이의 이름（일본어와
로마자 둘 다）・학년・보호자의 이름・전화번호를 써서
し やくしょ ぶ ん か し ん こ う か

えいご

たの

〒202-8555 市役所文化振興課「3/14英語で楽しく」
(시청문화진흥과「3/14 영어로 즐겁게」) 담당자에게 보내
えい ご

たの

주십시오. ＊이메일은 제목을 「3/14英語で楽しく」(「3/14
영어로 즐겁게」)로 해 주십시오.
문의：문화진흥과
☎042-438-4040 ✉bunka@city.nishitokyo.lg.jp

2 월 11 일（축일）교통규제의 알림
제 15 회 니시도쿄시 도로경주로 인해,
오전 9 시〜정오 동안,일부 도로를
자동차가 통행할 수 없습니다. 자세한
것은
NPO
법인
니시도쿄시
체육협회（☎042-425-7055）에 문의해
주십시오.
스포츠진흥과☎042-438-4081

니시도 쿄시 휴일 진료소
휴일은 ,언제나 진료하고 있습니다．내과 이외의
진료과목에 대해서는 문의하여 주시기 바랍니다.
진료시간： am10 〜12,pm１〜４,５〜９
장소：나카마치분청사 (나카마치 1‑1‑5 TEL 424‐3331）

Always open on public holidays. Inquire medical
services other than internal medicine.
Time : 10 am ~ Noon, 1 pm~4 pm, 5 pm~9 pm
Where : Nakamachi Branch Building
( 1-1-5 Nakamachi TEL 424‐3331 )

和外国人老师一起体验快乐英语！
时间・对象：3 月 14 日（星期六）
①上午 10 点～11 点（幼儿中班～
小学 2 年级儿童）② 上午 11 点 30
分～下午 12 点 20 分（幼儿小班和
中班儿童） 地点：きらっと（运动中心）
（南町 5-6-5） 定员：
各 32 人（报名人数过多时进行抽选） 参加费：500 日元
报
名：截至 2 月 26 日（星期四）之前，在往返明信片或电子邮件上
写明：住址，儿童的姓名（日语和罗马字都写）
，学年，家长的姓
名，电话号码。
寄往：〒202-8555 市役所文化振興課「3/14 英語で楽しく」係り
电子邮件的标题为「3/14 英語で楽しく」
咨询：文化振興課
☎042-438-4040 ✉bunka@city.nishitokyo.lg.jp

2 月 11 日（节日）实施交通管制
由于举办第 15 届西东京市越野赛跑大会，从上午 9 点～上午 12
点之间，一部分道路将不能通行车辆。
详情请咨询 NPO 法人西東京市体育協会（☎042-425-7055）
スポーツ振興課 ☎042-438-4081

西东京市休息日诊疗所
平日照常进行诊疗,内科以外的诊疗项目请咨询以下地点
诊疗时间：am10 〜12、pm１〜４、５〜９
诊疗地址：中町分庁舎(中町１‐１‐５ TEL 424‐3331）

