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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

広報
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントや施設利用などについて今後中止・
延期となる可能性があります。最新情報を市kまたは問い合わせ先へご確認ください。

歯科　受診の際は、お問い合わせのうえお出掛けください。

受付
時間 午前10時～午後４時

15日
川島歯科クリニック
ひばりが丘北４－４－16　ラークヒルズ壱番館104
p042－421－5490

20日
篠岡歯科医院
柳沢１－１－５
p042－461－5323

押見歯科診療室
谷戸町３－26－１並木ビル２階
p042－421－6480

22日
天野歯科医院
南町２－８－８
p042－461－8672

29日
遠藤歯科医院
田無町２－21－４
p042－461－1100

　毎年４月に実施している狂犬病予
防集合注射は、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため、延期にな
りました。
　延期後の日程などは、後日市報な
どでお知らせします。なお、動物病
院で個別に注射することはできます。
下記動物病院では、注射済票を交付
します。
□狂犬病予防注射
生後91日以上の飼い犬は、年に１回、
狂犬病予防注射を受けることが義務
付けられています。
□費用
g注射の接種費用は各動物病院に
よります　※注射済票550円

□飼い犬の登録を済ませている方
注射済票交付申請書（オレンジ色の
用紙）を３月末に郵送します（申請書
の裏面に問診票が印刷されています。
必要事項を記入のうえ、動物病院に
お持ちください）。
□未登録の方（生後91日以上の犬の
飼い主）
市内の下記動物病院では新規登録の
手続きができます。
g3,000円（登録手数料）
□下記動物病院以外で予防注射を接
種した方
　注射済票の交付を受けてください。
b環境保全課・市民課・各出張所
g550円▲

環境保全課p042－438－4042

狂犬病予防集合注射延期のお知らせ

□注射済票を交付する動物病院
※診療時間・臨時休診などは、事前に電話でご確認ください。

病院名 住所 電話番号 休診
赤ひげ動物病院 下保谷３－７－１ p042－424－4649 ㈭・㈷・第３㈬
あづま動物病院 泉町３－３－３ p042－438－2361 ㈰の午後／㈬・㈷

エルザ動物小鳥の
病院 南町６－７－１ p042－464－8299

㈬・㈰・㈷の午後
（㈰・㈷の午前は
要予約）

ケン動物病院 保谷町３－９－５ p042－463－0606 ㈭・㈷

酒井獣医科病院 東町５－８－20 p042－423－1455 ㈯の午後／
㈰・㈷

櫻井動物病院 保谷町
１－11－20 p042－461－6858 ㈰・㈷

中川動物病院 新町５－16－29 p0422－53－5866 なし
野村動物病院 南町４－11－10 p042－460－7667 ㈰の午後／㈷

ひとみ動物病院 田無町
５－４－11 １階 p042－452－7460 ㈪の午後／㈬

ひばりヶ丘動物病院 谷戸町
３－22－12 p042－422－4111 ㈯の午後／㈰・㈷

ひらの動物病院 富士町
４－１－８ １階 p042－452－3084 ㈷の午後／㈭

松川動物病院 芝久保町
３－19－54 p042－463－4537 ㈰・㈷

武蔵野の森動物病院 柳沢６－７－16 p042－460－3634 ㈰・㈷・㈭
本橋動物病院 栄町２－９－27 p042－421－5449 ㈰・㈷

もりと動物病院 北原町
２－８－12 p042－461－1610 ㈰・㈷の午後／㈫

いそべ動物病院 東久留米市中央町
４－８－10 p042－471－0031 ㈯・㈰・㈷の

午後／㈪

かざま動物病院 東久留米市中央町
２－６－50 p042－453－8111 ㈬

くるめ動物病院 東久留米市八幡町
３－３－12 p042－477－3443 なし

田中動物病院 東久留米市東本町
４－９ p042－474－0533 ㈰の午後／㈭・㈷

山村獣医科 東久留米市中央町
１－３－１ p042－471－6306 ㈰・㈷の午後／㈬

まこと動物病院 小平市花小金井
６－26－20 p042－461－8876 ㈰・㈷の午後／㈭

お役立ちガイド ※iマークがないものは、当日、直接会場へ
他機関からのお知らせ

交通安全講習会

　春の交通安全運動（４月６日～15
日）に先立ち開催します。
a・b ● ３月31日㈫・コール田無
● ４月３日㈮・保谷こもれびホール
午後７時～８時
j西東京市交通安全協会
　p042－461－3357（塩月）

４月の薬湯 ～ヨモギの湯～

□効能　腰痛・痔
じ

の痛み
a４月５日㈰
※小学生以下は入浴無料（保護者同伴）
b庚申湯・松の湯・みどり湯・ゆパウザ
j西東京市公衆浴場会
　庚申湯p042－465－0261

FC東京「西東京の日」
ペアでご招待！

a４月12日㈰午後２時　FC東京対大
分トリニータ（ホーム自由席）
b味の素スタジアム（飛田給駅）
d在住のペア
e500組1,000人（申込多数は抽選）
i３月25日㈬午後11時までに、QR

コードから

□チケットのお渡し
４月３日㈮までに結果を
メールで通知します。
jFC東京p042－444－2630
※平日㈫～㈮午前10時～午後５時

みんなのパソコン教室（４月）

□無料体験（初心者向）
a23日㈭午後１時～４時
i往復はがきで住所・氏名・電話番
号をjへ　※その他講座はパンフ
レットをご請求ください
b・jシルバー人材センター〒202
－0021東伏見６－１－36
p042－428－0787

令和３年春採用（第１回）
自衛隊一般曹候補生募集

　陸・海・空一般曹候補生を募集します。
d18歳以上33歳未満の方
□試験　１次：５月23日㈯
　　　　２次：６月24日㈬～29日㈪
i３月１日㈰～５月15日㈮
j自衛隊西東京地域事務所
　p042－463－1981

  ごみの出し方 ワンポイント
□生ごみの水切りの徹底
生ごみの中には水分が多く含まれて
います。絞ることによりごみの減量
のほかに、臭いの防止にもつながり
ます。水切りネットを使用し、しっ
かりと水分を切っていただくようご
協力をお願いします。

□引っ越しの際の計画的なごみ出し
引っ越しの際の粗大ごみや不燃ごみ
などは、余裕を持った排出をお願い
します。一度に大量に排出される際は、
下記までご連絡ください。▲

ごみ減量推進課
　p042－438－4043

　市民税・都民税の申告受付は３月
16日㈪までが期限でしたが、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止の観
点から、申告期限を４月16日㈭まで
延長します。延長期間中は田無庁舎
２階にて受付・相談を行います。
　また、郵送により提出することも

できます。
　なお、確定申告の市役所での受付
は3月16日㈪で終了し、17日㈫以降
は東村山税務署での受付・相談とな
ります。▲

市民税課n
　p042－460－9827・9828

市民税・都民税　申告受付期限の延長

　新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から、令和元年分申告所
得税、贈与税及び個人事業者の消費
税の申告・納付期限を４月１６日㈭ま
で延長します。なお、確定申告書は

郵送による提出もできます。
※詳細は、国税庁kをご覧ください。
j東村山税務署
　p042－394－6811

東村山税務署からの
お知らせ

休日診療 　※健康保険証・診察代をお持ちください。

医科　受診の際は、小児科など診療科目をお問い合わせのうえお出掛けください。

診療
時間 午前９時～午後10時 午前９時～午後５時

午前 10時～ 正午
午後 1時～ 4時
午後 5時～ 9時

15日
田無病院
緑町３－６－１
p042－461－2682

平井内科小児科
田無町４－17－18
ドミール田無１階
p042－463－4147

休日診療所
中町１－１－５
p042－424－3331
※歯科診療は行っていま
せん。
※受付時間は、各診療終
了時間の30分前まで

20日
佐々総合病院
田無町４－24－15
p042－461－1535

大野医院
柳沢１－４－26
p042－461－8702

22日
武蔵野徳洲会病院
向台町３－５－48
※小児科は午後5時まで

p042－465－0700

はやし内科クリニック
東町６－６－10
西東京メディカルモール
p042－423－0452

29日
保谷厚生病院
栄町1－17－18
p042－424－6640

保谷内科呼吸器科クリニック
住吉町６－１－26 
p042－458－7870

確定申告の申告・納付期限の延長


