８ 広報

令和３年（2021年）２月１日号

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、既に市報などで掲載されているものや、例年行われているイベント・事業についても中止・延期となっている
可能性があります。事前にお問い合わせいただくようお願いします。また、参加される際には、マスクの着用など、感染症対策にご協力ください。

はじめての対話型鑑賞

緊急事態宣言などで売り上げが減少した事業者の方へ10万円を支援します！

市内事業者緊急支援事業

赤ちゃん集まれ～♪

日程

２月22日㈪
２月26日㈮
２月22日㈪
２月19日㈮
２月10日㈬
２月26日㈮
２月25日㈭
２月 ８日㈪
２月18日㈭
２月 ９日㈫
２月16日㈫
２月 ４日㈭
２月16日㈫
２月16日㈫

３月22日㈪
－
－
－
３月 １日㈪
３月19日㈮
３月18日㈭
３月 ８日㈪
３月18日㈭
３月 ９日㈫
３月16日㈫
３月 ４日㈭
３月16日㈫
３月 ２日㈫

いろいろなことばでたのしむおはなし会
a 中国語：２月11日㈷、韓国語：２

e ９人（申込順）
i 各回前日までに電話・メールまた

は直接下記へ
中央図書館 p 042－465－0823
 lib-uketsuke@city.nishitokyo.
m
lg.jp

▲

月21日㈰、英語：２月27日㈯
各回午前11時から（15分程度）
b 田無公民館
c 多言語で絵本のよみきかせ
d ３歳以上
※未就学児は保護者同伴にて可

市は東京2020大会に向けた
オランダのホストタウンです

オランダ連携プロジェクト

いこいの森散歩・ひがしふしみ散歩

日にち

氏名、年齢、連絡先、参加コースを
電話で各申込先へ
スポーツ振興課 n
p 042－420－2818

現在、世界で起きている金融のさま
ざまな情勢についてお話を伺います。
分かりやすい説明を聞いて、身近な経
済に関する知識を深めていきましょう。
a ● 第１回：３月11日㈭、 ● 第２回：
３月12日㈮ いずれも午後２時～３
時45分 ※１日のみの参加も可
b 田無総合福祉センター
d 在住で60歳以上の方
e 20人 ※申込多数は抽選
ん 武蔵野大学経済学部教授）
f 渡部訓さ（

i ２月18日㈭（消印有効）までに、往復
ふりがな

はがきで、講座名・住所・氏名・年齢・
電話番号・「福祉会館・老人福祉セン
ター利用証」
の有無を明記し
（１日のみ
希望の場合は
「３月11日」か「３月12
日」かを明記）、〒188－0011田無町
５－５－12西東京市社会福祉協議会
福祉支援課へ郵送
※２回連続で参加できる方優先
j 社会福祉協議会p 042－497－5136
高齢者支援課 n p 042－420－2811

介護保険料の特別徴収（年金からの天引き）処理の
誤りに関する対応
高齢者支援課介護保険料係専用ダイヤル n
p 042－420－2867 a 平日午前８時30分～午後５時

本件の対象となる方にはお知らせ、お手続の書類等を発送しています。
納付対象の方は、令和３年２月１日㈪が納期限となっておりますが、ご納
付いただけない場合、令和３年８月分の年金から天引きされる介護保険料に
不足分を加えて徴収する対応を予定しております。
また、還付対象の方でまだお手続をしていただいていない方につきまして
は、還付金の受取手続をお願い申し上げます。
本件について、ご不明な点がありましたら、お手数ですが上記の専用ダイ
ヤルへお問い合わせください。
■所得税の確定申告について
令和２年中にご納付いただいた介護保険料額は、令和２年分の所得税の
確定申告において、社会保険料控除の対象となります。
今回の誤りの対象となる方につきましては、公的年金等の源泉徴収票に
記載された介護保険料の額と、実際にご納付いただいた介護保険料の額に
差異が生じています。
所得税の確定申告の際には、還付対象の方へお送りした介護保険料還付
（充当）通知書、納付対象の方へお送りした介護保険料納入通知書、並びに
令和元年度および令和２年度それぞれの納入通知書（介護保険料額決定通
知書）を資料としてご利用ください。
また、令和２年中にご納付いただいた介護保険料の合計額を記載した
「介
護保険料納付確認書」も発行しますので、必要な方は、恐れ入りますが、
上記専用ダイヤルへご連絡ください。
「還付金」
詐欺・「振り込め」詐欺にご注意ください
★市が電話でATMに誘導して操作をお願いすることは絶対にありません。
★市がメールや電話で振り込みをお願いすることは絶対にありません。

「西東京市からのお知らせ」FM西東京（84.2MHz）
❶午後０時45分〜１時㈪〜㈰ ❷午後８時〜８時15分㈪〜㈮

申込先

にしはらスポーツクラブ
p 042－467－9919
※月曜定休
ココスポ東伏見

p 042－452－3446
※月曜定休

市民集会所などの臨時休館のお知らせ
４月利用分からの予約方法などの
変更に伴い、工事などが必要となる
ため、次の施設が３月中から順次３
月末まで休館します。

※詳細は、市 k または文化振興課
までお問い合わせください。
ご理解とご協力をお願いします。
文化振興課 n p 042－420－2817

▲

コース番号と時間
①午前９時30分～10時30分
３月1日㈪・８日㈪・
15日㈪・22日㈪
②午前10時40分～11時40分
３月５日㈮・12日㈮・ ③午前９時30分～10時30分
19日㈮・26日㈮
④午前10時40分～11時40分
３月1日㈪・４日㈭・ ⑤午前10時～11時
８日㈪・11日㈭
⑥午後１時〜２時
３月２日㈫・５日㈮・ ⑦午前10時～11時
９日㈫・12日㈮
⑧午後１時～２時

いこいの森公園 東伏見公園
周辺コース 周辺コース

コース

d 60歳以上の方
e 各６人程度（申込順）
h マスク、飲み物
i ２月２日㈫午前９時〜25日㈭に、

（２回講座）
「国際金融の最前線」

▲

自宅で過ごす時間が増えています
が、身体を少し動かしてみませんか。
ホストタウン相手国であるオランダ
を参考に「身近な場所でののんびり
歩き」を行います。健康維持のため
のワンポイントや運動不足を改善す
るアドバイスもお伝えします。

シニア大学単科講座

▲

センターすみよし
センターけやき
センターやぎさわ
センターなかまち
センターひがし
北町ふれあいセンター
ひばりが丘北児童センター
谷戸公民館
芝久保児童館
田無公民館
新町児童館
柳沢公民館
北原児童館
下保谷児童センター

ふりがな

がきで、講座名・住所・氏名・年齢・電
話番号・
「福祉会館・老人福祉センター
利用証」
の有無を明記し（１日のみ希望
の場合は
「３月９日」か「３月11日」か
を 明 記）、 〒188－0011田 無 町 ５ －
５－12西東京市社会福祉協議会福祉
支援課へ郵送
※２回連続で参加できる方優先
j 社会福祉協議会p 042－497－5136
高齢者支援課 n p 042－420－2811

▲

□赤ちゃんのつどい日程
（２・３月）
会場
（同保育園内）

をご覧ください。
d ８カ月ごろまでの乳児
と保護者
k
保育課 n p 042－460－9842

▲

下表の日程で赤ちゃんと保護者の方
が楽しめる赤ちゃんのつどいを行って
います。お近くの赤ちゃんのつどいに
参加しませんか。詳細は各センター k

絵画や写真を見て、感じて、自由に
語り合いましょう。アートの知識はい
りません。簡単な脳トレ気分でお気軽
にご参加ください。
a ● 第１回：３月９日㈫ ● 第２回：
３月11日㈭ いずれも午前10時～11
時30分 ※１日のみの参加も可
b 田無総合福祉センター
d 在住で60歳以上の方
e 10人 ※申込多数は抽選
までに、往復は
i ２月18日㈭（消印有効）

▲

②令和２年２月〜12月に開業し、
令和３年１月の売り上げが開業後最
大の売り上げの月と比べて20%以
上減少している
□認定書の申請期間・方法
２月22日㈪～５月24日㈪
（必着）
に申請書類一式を〒188－8666市
役所産業振興課へ郵送
※詳細は市 k をご確認ください。
□支援金の申請期間・方法
認定書を取得後、３月15日㈪～
５月31日㈪に西東京
商工会の k から申請
産業振興課 n
市k
p 042－420－2819

▲

国の緊急事態宣言などにより、当
該期間の売り上げ減少への対策とし
て、家賃や人件費などの固定費の支
払いが負担となっている市内中小企
業・個人事業主に対する負担軽減お
よび事業継続の支援を目的に
「市内
事業者緊急支援事業」
を実施します。
c 毎月の支払いを必要とする固定
費の一部として一律10万円支給
□対象・申込条件
市内に事業所があり、
売り上げが減
少した中小企業・個人事業主の方の
うち、
①・②いずれかに該当すること
①令和３年１月の売り上げが前年
同月比で20%以上減少している

アートでおしゃべり（２回講座）

柳橋第二・新町・柳沢第三・東伏見・保谷町・富士町・東町・ひばりが丘・ひばりが
丘北・緑町市民集会所、
田無町・谷戸第二・北原・上向台・芝久保第二地区会館

音声版
「声の広報」
も 「広報西東京」をデイジー版・CD版でお聞きになれます。
作成しています
詳細は、谷戸図書館p 042ー421ー4545へお問い合わせください。

