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≪申込時の注意≫　 ● メール：申込先アドレスからの返信のためドメイン設定を　 ● 往復はがき（124円）：記載面誤り、返信面の宛先記入漏れにご注意を

住宅用火災警報器の維持管理を
　住宅用火災警報器は、命を守る大
切な機器です。いざという時に正常
に作動するように日頃から点検と手
入れをしましょう。
□手入れをしましょう
警報器はホコリが付くと感知しにく
くなります。定期的に乾いた布で拭
き取りましょう。
□注意事項
●有機溶剤（ベンジン・シンナーなど）
を使用しない　●水洗いはしない

●煙流入り口をふさいだり、傷つけ
たりしない
□テストをしましょう
音が鳴らない場合は、故障も考えられ
ますので取扱説明書でご確認ください。
□電池の交換時期
電池の寿命は機種により異なります
ので、本体に貼付された表示や取扱
説明書でご確認ください。
j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理室op042－438－4010

家具等転倒防止器具取付け等サービス

d�●高齢者世帯…65歳以上の方のみ
の世帯（老人福祉施設などに入居し
ている方を除く）

●�障害者世帯…身体障害者手帳４級以
上または愛の手帳４度以上をお持ち
の方のみの世帯

□申請期限　２月22日㈮
※詳細はお問い合わせください。▲

高齢者支援課op042－438－4028▲

障害福祉課op042－438－4034

開きドアストッパー
扉が開かないように！

ポール式器具
（つっぱり棒）

ストッパー式器具
家具の前方下部に挟み、家具を壁側に傾斜させる

家具等転倒防止器具等の例

　高齢者世帯・障害者世帯に「家具等転倒防止器具取付け等サービス」を実施して
います。　※１世帯につき１回のみ。過去に給付を受けた世帯は申請不可。

としょかんイベント
■図書館縁

ゆかり
講演会

　武蔵野の雑木林再生
～雑木林若返り作業18年の記録～
f池田干城さん（西原自然公園を育成
する会代表）　
a２月23日㈯午後２時～４時（１時
40分開場）
b田無公民館
e30人（申込順）
i２月６日㈬午前10時から、中央
図書館へ電話または来館

■朗読劇「雪窓」
a２月24日㈰午後３時～４時
b柳沢公民館��※当日、直接会場へ
c市ゆかりの作家、安房直子氏の
作品から『雪窓』をお届けします。屋
台のおやじさんとタヌキが繰り広げ
るちょっぴりおかしくて、切ないふ
しぎなお話。
d・e小学生以上（未就学児は保護者
同伴で可）・70人
□共催・公演　安房直子倶楽部

▲

中央図書館p042－465－0823

◦ おはなしおばさんのおはなし会　� �
３日㈰午前11時
◦�にこにこおはなし会　� ７・21日㈭午前
11時／１～２歳児と保護者
◦�サンサンおはなし会 　�
17日㈰午前11時／３歳児から

◦�おはなし会　７・14・21日㈭午後３時
30分／３歳児から

◦�ちいさなおはなしひろば　８・22日㈮
午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなしひろば　� �
８・22日㈮午後３時30分／３歳児から

◦�おはなしのへや　９・23日㈯午後３時
30分／５歳児～小学３年生

◦�ちびっこおはなし会　� �
13日㈬午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなし会　毎週㈭午後４時／３歳児から

◦�ちびっこおはなし会　６・20日㈬午前
11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなし会　� �
13・27日㈬午後３時30分／３歳児から

p042－465－0823
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

中  央  

p042－421－3060
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

保谷駅前  

p042－465－9825
火～日　午前10時～午後６時

芝久保   

p042－421－4545
火～日　午前10時～午後６時

谷  戸   

◦�ちいさなおはなしひろば　�１・８日㈮午
前11時／１～２歳児と保護者
◦�わくわくドキドキ紙芝居　� �
９日㈯午前11時
◦�おはなしひろば　13・20・27日㈬午後
３時30分／３歳児から

◦�ちいさなおはなしひろば　� １・８・22
日㈮午前11時／１～２歳児と保護者
◦�おはなしひろばサタデー　� �
２日㈯午前11時／３歳児から

◦�おはなしひろば　� �
６日㈬午後４時／３歳児から

児童館・児童センターとの共催行事
◦�はじめてのページ　� �
７日㈭午前11時／下保谷児童センター
◦�新町おはなしひろば　20日㈬午後３時
30分／新町児童館／３歳児から

４日㈪・12日㈫・18日㈪・25日㈪
※�中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘図書館は、15
日㈮休館

※芝久保・谷戸図書館は、11日㈷
２月４日㈪より、柳沢・ひばりが丘・中央図書館は
特別整理のため順次休館（詳細は図書館k）

休館日

p042－464－8240
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

柳  沢  

p042－424－0264
火～金　午前10時～午後８時
土・日・祝　午前10時～午後６時

 ひばりが丘  

乳幼児～小学生を対象としたおはなし会など、
いろいろな行事を行っています。お問い合わせは各図書館へ。

ようこそ としょかんへ 2 月

g年会費：3,600円（子ども1,500
円・ファミリー会員5,000円・80
歳以上半額）
※非会員の方も参加できます。

b・i・jにしはらスポーツクラブ
（西原総合教育施設内）p042－467
－9919・l042－467－9921▲

スポーツ振興課op042－438－4081

総合型地域スポーツクラブ 「にしはらスポーツ
クラブ」会員・教室参加者募集

教室名 日時 対象 募集人数 参加費

バドミントン

●初級：㈮１～５クール
　（1クール：７回）
　午前９時30分～11時30分 高校生

以上
各
25人

会員：１クール
4,200円※

●中級：㈭１～７クール
　（１クール：５回）　
　午前9時30分～11時30分

会員：１クール
3,000円※

月４回㈰
● �中上級：�午後６時～７時20分
● �上級：�７時20分～８時40分

中学生
以上

各
20人

会員：
3,200円※

●シニア：㈫４月より開始
　（１クール：８回）
　午前９時30分～11時30分

60歳
以上

（経験者のみ）
20人 会員：１クール

4,800円※

ヨガ 毎週㈭
午前10時～11時30分

高校生
以上

20人
会員：

１回500円※
ソフト
バレーボール

月３回㈬
午後６時30分～８時30分 20人

健康麻雀 第２・４㈭
午後１時～４時 16人

グラウンド
ゴルフ

第１・３㈭、第２・４㈬
午後０時30分～３時 高校生

以上
20人 会員：

１回100円※ターゲット
バードゴルフ

第２・４㈫
午後０時30分～３時 20人

テニス（初級）
毎週㈫～㈯（Ａ・Ｂ各２クラス）
Ａ…午前９時～10時20分
Ｂ…午前10時30分～11時50分 高校生

以上

各
クラス
８人

各クール
６～７回
会員：

1,000円×回数※
（前納）テニス（中級）毎週㈯午後０時30分～１時50分 ８人

ミニ
バスケット
ボール

月４回㈯�
午後３時～５時30分 小学３～

６年生
20人 月2,000円

小学生
バドミントン

月４回㈯
午後０時30分～２時45分 10人 月2,000円

キッズチア
月４回㈰
午前９時～午後０時20分
３クラス

４歳児～
中学生 若干名 月3,000円

空手（初心者）月４回㈬午後３時30分～５時
幼児～
小学生 10人 月2,000円

フラダンス 月３～４回㈮
午後７時～８時30分

高校生
以上 若干名 月2,000円

自宅のパソコンやスマホ・タブレット
端末などから申告書を作成し、次のい
ずれかで提出できます。
①作成した申告書をプリンターで印刷
し、郵送などにより税務署に提出
②マイナンバーカードとICカード
リーダライタを利用（マイナンバー
カード方式）し「e-Tax（電子申告）」に
より提出
③税務署で発行するIDとパスワード
を使用（ID・パスワード方式）し、
「e-Tax（電子申告）」により提出
※③を行うためには、事前にID・パ
スワード方式の届出完了通知が必要と

なります。
発行に当たっては、自宅や勤務先など
のお近くの税務署で、職員による本人
確認を行ったうえで発行されます。運
転免許証など本人確認書類をお持ちの
うえ、お近くの税務署にお越しください。
※「e-Tax（電子申告）」で送信すれば、源
泉徴収票などの添付書類は提出不要に
なります。また申告書の控えはPDF形式
でスマホなどに保存することもできます。
□問い合わせ先
●申告・納付など…左記jへ
●�確定申告書等作成コーナーの操作…
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

p0570－01－5901　※平日午前９
時～午後５時（３月15日㈮までの平日
と２月17日・24日、３月３日・10日
の㈰は午後８時まで）

便利で安心、振替納税をご利用ください！
　申告書の提出後に、納付書の送付や
納税通知などによる納税のお知らせは
行っていません。納付には便利な振替

税理士による無料申告相談会
　小規模納税者の方の所得税および
復興特別所得税・個人消費税、年金
受給者・給与所得者の方の所得税お
よび復興特別所得税の申告書（土地・
建物・株式などの譲渡所得がある場
合を除く）を作成して提出できます。
※申告書などの提出のみの場合は直
接税務署に提出してください（郵送
可）。

a２月７日㈭～12日㈫
午前９時30分～午後３時30分
b防災センター　※平日のみ

h認め印・申告に必要な書類（マイ
ナンバーに係る本人確認書類の添付
など）・筆記用具・計算器具・申告書
などの控え（前年申告された場合）
※混雑時は受付を早く締め切る場合が
あります。初日は特に混雑します。

納税をご利用ください。
□平成30年分確定申告書の振替納付日
● �所得税および復興特別所得税：４月
22日㈪

●�消費税および地方消費税（個人事業
者）：４月24日㈬
電子納税をご利用になると、自宅やオ
フィスなどからインターネットを経由
して納付できます。詳細は左記jへ


