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消費期限：期限を過ぎたら食べない方がいい期限。２．料理の時
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問合せ：環境保全課 ☎ 042-438-4042
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Mottainai! Minimize Food Waste
In Japan household, 2 to 4 million tons of still-edible food are
wasted in a year. Minimization of food waste can be easily
achieved by practicing the next three check points. 1. Before
purchasing, learn fresheness date and expiry date, then
purchase only food materials needed. Purchase closer dated
food materials which are to be cosumed right away. ※The
freshness date means yumminess is maintained up to the
date indicated. The expiry date means better not to eat
beyond the date indicated. 2. Use short dated materials for
cooking. 3. Create a new menu using leftover or materials
left previous day.
When you eat out, order dishes only you can
finish. Information:
Environment Conservation Section
☎ 042-438-4042,
Sanitation and Garbage Disposal Section
☎ 042-438-4043

にあります。毎月5 日発行。無料。
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아깝다！ 버리는 식품을 줄입시다
일본에서는 아직 먹을 수 있는 식품이 1 년에
200〜400 만톤이나 가정에서 버려지고 있습니다. 간단한
3 가지의 체크로 버리는 식품을 줄일 수가 しょうみきげん
있습니다.
１．시장을 보기 전에：식품의 상미기한（賞味期限）・
소비기한의 차이를 이해하고, 필요한 것 만을 구입하도록
합시다. 또, 빨리 먹을 거라면しょうみきげん
기한이 가까운 것을 사서
먹도록 합시다. ※상미기한（賞味期限）：맛있게 먹을 수
있는 기한. 소비기한：기한을 넘기면 먹지 않는 것이 좋은
기한 ２．요리를 할 때에는：오래 두고 먹을 수 없는
식재료를 요리에 사용해 봅시다. ３．식사때에는：전날의
반찬이나 식재료를 사용해서 새로운 메뉴를 만들어 봅시다.
또 외식을 할 때에는 먹을 수 있을 만큼만 주문합시다.
문의처：환경보전과 ☎ 042-438-4042
쓰레기 감량추진과 ☎ 042-438-4043

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

太浪费了！让我们减少食物的丢弃吧
日本家庭，每年要扔掉 200-400 万吨还能吃的食物。三种简单的
方法，能减少食物浪费。 1.购物前，要区别食品的赏味期限与消
费期限有什么不同，只买必需的食物。如果要马上吃，请先买快
到期的食物。※赏味期限：
保证食物最佳风味的期限。
消费期限：
过了保质期最好不要吃的期限。 2.烹饪时，优先使用快过期的食
材。 3.准备做饭时，可以利用剩菜或快到期的食材，尝试做一道
新菜肴。另外，在外吃饭时，能吃多少就点多少。
咨询： 环境保全课 ☎ 042-438-4042
垃圾减量推进课 ☎ 042-438-4043

니시도쿄시 생활정보 는 시청 로비, 도서관, 공민관에

西东京市生活情报 放置在市役所大厅，图书馆，公民馆。

있습니다. 매월 ５일 발행. 무료.

每月５号发行。免费。
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2017 年 の保育園 などの 入 園 申込 みが始 まります
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＊利用できる保育園については、保育課に問合せてください。
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＊申 込 書 は田無庁舎１階保育課や公立･私立の保育園、市の HP
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でもらえます。保育園での問合せや申 込 みはできません。
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②保谷庁舎申込み窓口（1階予定）
：11月14 日 （月）〜19
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＊必要な書類：①利用申込書 ②確 認 票・児 童 状 況 調 査 票
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④2016年度の住民税課税・非課税証明書（2016年
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問合せ：保育課 ☎ 042-460-9842
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2017年4月の学童クラブの入 会 申込みが始まります
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申 込 み：12月1 日（木）〜22日（木）に児童青少年課へ。
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問合せ：児童青少年課 ☎ 042-４60-9843

2017 년도 보육원등의 입원신청이 시작되었습니다
＊이용할 수 있는 보육원에 관해서는 보육과에
문의해 주십시오.
＊신청서는 타나시청사 １ 층 보육과나 공립･시립
보육원, 시의 HP 에서 받을 수 있습니다.
보육원으로 문의나 신청은 할 수 없습니다.
＊신청접수 기간： 접수는 필요한 서류를 전부 가지고
오십시오. ①타나시청사１ 층 보육과： 11 월 7 일（월）
〜21 일（월）평일 오전 8 시 30 분〜오후 7 시, 토요일
오전 9 시〜오후 5 시 ②호야청사 신청창구（1 층
예정）：11 월 14 일（월）〜19일（토）평일・토요일 오전
9 시〜오후 5 시
＊필요한 서류：①이용신청서 ②확인표・아동상황조사표
③보호자나 함께 살고 있는 사람이 보육 할 수 없는 것을
증명할 수 있는 서류（취로 증명서, 급여명세서의 복사 등）
④2016 년도주민세 과세 ・ 비과세증명서（2016 년 1 월
2 일 이후에 니시도쿄시에 이사 오신 분）
문의처：보육과 ☎ 042-460-9842

2017 년 4 월의 학동클럽 입회 신청이
시작되었습니다
학동클럽은 초등학교에 다니고 있는 어린이의 보호자가
일이나 병으로 방과후 어린이를 돌볼 수 없을 때, 보호자를
대신해서 어린이를 지도합니다. 대상：초등학교 등에
다니는 아동（５，６학년은 장애아만） 입회안내：11 월
16 일（수）부터 타나시청사 아동청소년과, 호야청사 시민과,
아동관, 학동클럽, 보육원, 시 HP 에서 받을 수 있습니다.
신청：12 월 1 일（목）〜22 일（목）에 아동청소년과로
문의처：아동청소년과 ☎ 042-４60-9843

2017 Nursery School Application Ｂｅｇｉｎｓ
＊Ask the Nursery Section for nursery schools available.
＊Application forms can be obtained at the Nursery Section
of the Tanashi City Office 1st floor, public and private
nursery schools, and from the homepage of the city.
Nursery schools do not accept inquiries or applications.
＊Application: bringing all necessary documents to: 1. the
Nursery Section of the Tanashi City Office 1st floor, from
Nov. 7, Mon. to 21, Mon., from 8:30 am to 7:00 pm for
weekdays and from 9:00 am to 5:00 pm for Saturdays or to
2. the acceptance counter (1st floor scheduled) of the Hoya
City Office, from Nov. 14, Mon. to 19, Sat., from 9:00 am to
5:00 pm on weekdays and Satudays.
＊Documents required
1. enrollment application form,
2. confirmation slip and child situation survey report,
3. document to certify nursing can not be achieved
by a gurdian or a housemate (certificate of
employment, duplicate of pay statement, etc.),
4. residence tax payment or tax exemption
certificate for 2016 (for residents who moved
into the Nishitokyo City after Jan. 2, 2016)
Information: Nursery Section ☎ 042-460-9842

2017 Gakudo Club Application Begins
The Gakudou Club provides children with guidance on
behalf of their gurdians who are not able to take care the
children for reasons of work or illness after school hours.
Programmed for: children attending elementary school (5th
and 6th graders are limited to handicapped).
Admission guide: available at the Children and Youth
Institution Section of the Tanashi City Office, Citizen’s
Registration and Affairs Section of the Hoya City Office,
Children’s Halls, Gakudo Clubs, nursery schools, and also
from the homepage of the city starting Nov. 16, Wed..
Application: from Dec. 1, Thu. to 22, Thu. to the
Children and Youth Institution Section
Information: Children and Youth Institution
Section ☎ 042-460-9843

开始受理 2017 年保育园等的入园申请
＊有关幼儿园的利用，请咨询保育课。
＊申请书在田无厅舍 1 楼保育课或公立，私立的保育园，市的 HP
（网站）上领取。保育园不接受咨询及报名。
＊申请报名期限：报名时请备齐所有材料。 ①田无厅舍 1 楼保
育课 11 月 7 日（星期一）～21 日（星期一）平日上午 8 点 30
分～下午 7 点，星期六 上午 9 点～下午 5 点 ②保谷厅舍报
名窗口（预定在 1 楼）
：11 月 14 日（星期一）～19 日（星期六）
平日，星期六 上午 9 点～下午 5 点
＊必须提供的材料：①利用申请书 ②确认票・儿童状况调查票
③家长或同居者无法保育的证明材料（工作证明书，收入证明
的复印件等） ④2016 年度的住民税纳税・非课税证明书（2016
年 1 月 2 日以后搬入西东京市的人）
咨询：保育课 ☎ 042-460-9842

开始受理 2017 年 4 月学童俱乐部的入会申请
代替因工作或生病等原因无法照顾放学后的小学生的家长，对孩
子进行指导对象：上小学的儿童（残疾儿童仅限 5，6 年级学生）
入会指南：从 11 月 16 日（星期三）开始在田无厅舍儿童青少年
课，保谷厅舍市民课，儿童馆，学童俱乐部，保育园，市 HP（网
站）领取资料。申请：12 月 1 日（星期四）～22 日（星期四）到
儿童青少年课申请。
咨询：儿童青少年课 ☎ 042-460-9843
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年末保育を 12月29日（木）に 行 います
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時は、運 転免許 証などで本人の確認をします。
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問合せ：東村山税務署 ☎ 042-394-6811
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西 東 京 いこいの森 公園 で防災 フェアがあります
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西東京市民まつりで、いろいろなイベント（消火器の使い方、

しょうぼうしゃてんじ

あつか

かた

消防車展示、AED の 扱 い方など）があります。

といあわ

にしとうきょうしょうぼうしょ

問合せ：西 東 京 消 防 署 ☎ 042-421-0119
にしとうきょうけんこう

「西 東 京 健 康フェスティバル」
けんこう

そうだん

がつ

にち

ど

健康のチェックや相談ができます。とき：11月26日（土）
ごぜん

じ

ご ご

じ

かい

午前10時〜午後4時 ところ：アスタ 2階センターコート
といあわ

たなしびょういん

問合せ：田無病院 ☎ 042-461-2682

연말 보육을 12 월 29 일（목）에 실시합니다
때：12 월 29 일（목）오전 7 시 30
분〜오후 6 시 30 분（오전 10 시 까지 와
주십시오. 오후만 하는 보육은 없습니다.）
장소：스미요시 보육원, 무코우다이
보육원（예정） 각 원 30 명 까지
대상：시내에 살고 있는 1 살〜초등학교 입학 전의 어린이
비용：반일（오후1 시까지）1,500 엔， 1 일
3,000 엔（간식비도 포함되어 있습니다）．도시락을
지참해서 오십시오.
신청：11 월 14 일（월）〜25 일（금）
보육과（타나시청사１ 층）또는 시내의 허가 보육원에서
필요한 서류를 받아서 제출해 주십시오.
문의처：보육과 ☎ 042-460-9842

2016 년도분의 소득세 신고 부터 마이넘버가 필요합니다
마이넘버카드로 번호와 본인 확인을 합니다. 마이넘버
통지카드나 마이넘버가 써 있는 주민표로 번호를 확인 할
때에는 운전면허증 등으로 본인 확인을 합니다.
문의처：히가시 무라야마 세무서 ☎ 042-394-6811

니시도쿄 이코이노모리 공원에서 방재 페어가 있습니다
때：11 월 12 일（토）・13 일（일）
니시도쿄 시민축제에서 여러가지 이벤트（소화기의 사용방법,
소방차 전시, AED 의 사용 방법등）가 있습니다.
문의처：니시도쿄 소방서 ☎ 042-421-0119

「니시도쿄 건강 페스티벌」
건강체크와 상담을 할 수 있습니다. 때：11 월 26 일（토）
오전 10 시〜오후 4 시 장소：아스타 2 층 센터 코트
문의처：타나시 병원 ☎ 042-461-2682

When: Dec. 29, Thu., from 7:30 am to 6:30 pm (requested to
come by 10:00 am, nursery in the afternoon unoffered).
Where: Sumiyoshi Nursery School and Mukodai Nursery
School (scheduled). Each school accepts up to 30 children.
Programmed for: 1 year old to preschool children residing in
the city.
Fee: 1,500 yen for half a day (up to 1:00 pm) and 3,000 yen
for full day (snack fee included). Bring own lunch.
Application: from Nov. 14, Mon. to 25, Fri., to the Nursery
Section (Tanashi City Office 1st floor) or to the certified
nursery schools in the city attaching documents required,
which can be obtained at these facilities.
Information: Nursery Section ☎ 042-460-9842

Mynumber Required for
2016 Tax Return Declaration
Identity of holder and its number are identified by the
mynumber card. Identity is identified by a driver’s license or
others in case the number is to be confirmed by a mynumber
notice card or a residence certificate having a mynumber.
Information: Higashimurayama Tax Office ☎ 042-394-6811

Disaster Prevention Fair at Nishitokyo
Ikoinomori Park
When: Nov. 12, Sat. and 13, Sun.Various events will be
presented (way of handling fire extiguishers, display of fire
engines, way of handling AED, etc.)
Information: Nishitokyo Fire Department ☎ 042-421-0119

“Nishitokyo Health Festival”
Health check and consultation are provided.
When: Dec.26, Sat., from 10:00 am to 4:00 pm.
Where: Center Court of Asta 2nd floor.
Information: Tanashi Hospital ☎ 042-461-2682

12 月 29 日（星期四）实施年末保育
时间：12 月 29 日（星期四）上午 7 点 30 分～下午 6 点 30 分（上
午 10 点为止送到保育园。不提供仅下午的保育）地点：すみよし
保育园，向台幼儿园（预定） 各园招收 30 名 对象：居住市内 1
岁～小学入学前的孩子 费用：半天（下午 1 点为止）1500 日元，
1 日 3000 日元（含零食费用）
。请带上便当。申请：11 月 14 日（星
期一）～25 日（星期五） 从保育课（田无厅舍 1 楼）或市内被
认可的保育园领取并提供相关材料。
咨询：保育课 ☎ 042-460-9842

从 2016 年度开始，申报所得税必须提供个人编号
使用个人编号卡确认号码和本人身份。当用个人编号通知
卡或写有个人编号的住民票时，须提示驾照等进行确认。
咨询：东村山税务署 ☎ 042-394-6811

西东京 IKOINO 的森林公园有防灾展
时间：11 月12 日（星期六）
，13 日（星期日）
西东京市民节上有各种活动（灭火器的使用方法，消防车的展示，AED
的使用方法等）
。
咨询：西东京消防署 ☎ 042-421-0119

西东京健康节
可以进行健康检查或健康商谈。
时间：11 月 26 日（星期六）上午 10 点〜下午
4点
地点：ASTA2 楼中心小广场
咨询：田无病院 ☎ 042-461-2682

りゅうきゅう

つく

琉 球 アサガオのつるでクリスマスリースを作りませんか
がつ み っ か

ど

ご ご

じ

ぷん

じ

ぷん

とき：12月3 日（土）午後1時30分〜4時30分
にしとうきょう

ところ： エコプラザ西 東 京
たいしょう

しない

す

ひと

はたら

ひと

対 象 ：市内に住んでいる人・ 働 いている人・

がっこう

かよ

ひと

さいいじょう

ひと

学校に通っている人で 18歳以上の人

ていいん

にん

もうしこ

じゅん

も

もの

き

ばなよう

定員：20人（申込み 順 ） 持ち物：はさみ（切り花用）
、ペン
ぐんて

かざ

もの

はい

ふくろ

チ、軍手、オーナメント・リボンなどの飾り物、リースが入る 袋
もうしこ

でんわ

じゅうしょ

なまえ

でんわばんごう

申込み：電話・fax・E メールで、住 所・名前・電話番号・

ねんれい

つた

といあわ

さき

もうしこ

年齢を伝えて問合せ先に申込んでください。

といあわ

にしとうきょう

問合せ：エコプラザ西 東 京 ☎ 042-421-8585
fax 042-421-8586 ✉ ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp
ぎじょう

にじゅうそう

議場コンサート（チェロ・ピアノ二重奏）
がつ よ っ か

にち

ごぜん

ご ご

がい

きょくもく

ところ：田無庁舎3階
よてい

もうしこ

はくちょう

きょうしきょく

曲 目 ：白 鳥 ・ハンガリー狂 詩 曲 など

ほうほう

くわ

がつ

にち

はいふ

を予定 ＊申込みの方法など詳しいことは、11月15日ごろ配布
ぎかい

だい

ごう

し

み

する「議会だより第71号」や市HP を見てください。
といあわ

When: Dec. 3, Sat. from 1:30 pm to 4:30 pm.
Where: Ecoplaza Nishitokyo. Programmed for: 18 years
and older people who are residing, working or attending
school in the city. Number accepted: 20 (as applied).
Goods to bring: scissors (for cutting flowers),
pliers, work gloves, ornaments such as ribbons,
and bag to store the wreath. Application: to the
information by telephone, fax or email
providing name, address, telephone number,
and age.
Information: Ecolpaza Nishitokyo
☎ 042-421-8585, fax 042-421-8586,
✉ ecoplaza@citynishitokyolg.jp

Assembly Floor Concert (Chello and Piano Duo)

かいこうえん

とき：12月4 日（日）午前と午後、２回公演があります。
たなしちょうしゃ

Make Christmas Wreath with Ryukyu Morning
Glory

ぎかいじむきょく

問合せ：議会事務局 ☎ 042-460-9860

When: Dec. 4, Sun., morning and afternoon performances
Where: 3rd floor of the Tanashi City Office.
Scheduled number: Swan, Hungarian Rhapsody, etc.
＊See the “Assembly News No.17” to be delivered around
Dec. 15 or the city homepage for the way of application and
details. Information: Assembly Office ☎ 042-460-9860

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

休 日は、いつも診 療しています。内科以外の受診科目は
と

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

なかまちぷんちょうしゃ

なかまち

場所：中町分 庁 舎（中町１-１-５ TEL 4243331）

류큐 나팔꽃 덩굴로 크리스마스 리스를 만들지
않겠습니까?
때：12 월 3 일 （토）오후 1 시 30 분 〜 4 시 30 분
장소： 에코플라자 니시도쿄 대상：시내에 살고있는
사람・일하고 있는 사람・학교에 다니고 있는 사람으로 18
세 이상의 사람 정원：20 명（신청순）
지참물：가위（꽃을 자르는용도）, 펜치, 목장갑,
오나먼트・리본 등 장식물, 리스가 들어갈 봉지
신청：전화・팩스・E 메일로, 주소・이름・전화번호・연령을

Nishitokyo Holiday Clinic
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 )

用琉球喇叭花的藤条制作圣诞树
时间：12 月 3 日（星期六）下午 1 点 30 分〜4 点 30 分
地点：环保广场西东京 对象：18 岁以上，在市内居住，工作，
上学的人 定员：20 人（按申请顺序）
携带物品：剪刀（剪花用）
，钳子，手套，装饰物，
绸带等，
装圣诞树的袋子 报名：
请用电话，
传真，
邮件，告知住所，姓名，电话号码及年龄。
咨询：环保广场西东京
☎ 042-421-8585 fax 042-421-8586
✉ ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp

전해서 문의처로 신청해 주십시오.

议场演奏会（大提琴，钢琴二重奏）

문의처：에코플라자 니시도쿄 ☎ 042-421-8585

时间：12 月4 日（星期天）上午和下午，有2 次公演。
地点：田无厅舍3 楼 曲名：白鸟，匈牙利狂想曲等（预定） 报名方法
及详情，请参见网站或11 月15 日发放的「议会信息报第71 号」
。
咨询：议会事务局 ☎ 042-460-9860

fax 042-421-8586 ✉ ecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp

회의장 콘서트（첼로・피아노 이중주）
때：12 월 4 일 （일）오전, 오후 2 회 공연합니다.
장소：타나시청사 3 층 곡목：백조・헝가리광시곡 등을 예정
＊신청방법 등 자세한 것은 11 월 15 일경 배부할 「의회
소식 제 71 호」와 시의 HP 를 봐 주십시오.
문의처：회의 사무국 ☎ 042-460-9860

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）

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

