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　ゆらめくカーテン、渦巻く光。
神秘的なオーロラに包まれる体
験をしよう。アイスランドやア
ラスカで撮影したさまざまなオ
ーロラ映像の他、オーロラが光
る仕組みをCGで解説します。
北極圏で見える星空、氷河やツ
ンドラに連なる山々の絶景。大
自然とともにオーロラの魅力を
満喫する作品です。先着234人
（小学2年生以下は、保護者同
伴）。 日4月5日㈰までの午後2

多摩六都科学館の催し物 多摩六都
科学館ホ
ームページ

清瀬市プレミアム付商品券の 
販売期限と使用期限について
　清瀬市プレミアム付商品券の販売
期限は2月28日㈮までです。
 【販売場所】市内郵便局（全7局）。商
品券の使用期限は2月29日㈯まで。

①クミコと英介のおしゃべりコンサー
　トvol.7in清瀬
　歌手のクミコと俳優の篠井英介によ
る普段話せない本音トークを交えたコ
ンサートです。 日3月13日㈮午後4時
～（開場は午後3時30分） 費一般4,000
円、友の会3,500円、シルバー（65歳
以上・要証明）3,700円、学生2,000円、
障害者2,000円（要障害者手帳）、ペア
7,500円
②そうだじゅげむきこう
　和室で楽しむ落語会。椅子席あ
り。 日2月22日㈯午後2時～（開場は午
後1時30分） 費一般1,000円・小学生
500円（全席自由） 【出演】春風亭昇々、
春風亭昇也
③歌って健康！ 歌声サロン
　生演奏に合わせて歌ってみません
か。 日2月19日㈬午後2時～4時（開場
は午後1時30分） 費1,000円（全席自由）
 講杉山公章氏 
④講座おけいこアロマ「手作りバーム
　でハンドトリートメント」
　美しい手先と至福の時間を。先着

12人。 日2月13日㈭午後2時～3時30
分 費1,500円 講西脇直子氏
⑤絵本deリトミック「ゆきあそびで冬
　まんきつ★」
　各クラス先着16人。 日2月18日㈫、
ひよこクラス（1人でお座りできるこ
ろ～1歳半ごろ）＝午前10時～10時40
分、うさぎクラス（1歳半ごろ～3歳）
＝午前11時～11時40分 費各クラス
1,500円（清瀬市子育て・キラリ・ク
ーポン券利用可） 講小宮しのぶ氏
⑥講座「ベビーマッサージ教室」
 対2か月～ハイハイ前の赤ちゃんとそ
の保護者。先着10組 日2月7日㈮午前
10時30分～正午 費600円（清瀬市子育
て・キラリ・クーポン券利用可） 講小
宮しのぶ氏
⑦講座「フラワーアレンジメント」
　生花アレンジです。先着8人。 日2
月29日㈯午前9時30分～11時30分
 費3,200円（器代別途500円） 講福井ひ
ろ子氏
 申 問③は直接会場へ。そ
れ以外(⑦は2月1日から）
は直接窓口または電話で
清瀬けやきホール☎042-
493-4011へ

の催し物
清瀬けやきホール

時30分～ 費観覧付入館券おと
な1,040円、4歳～高校生420円
 直 問多摩六都科学館☎042-
469-6100
※当日インフ
ォメーション
で観覧券を販
売。
※2月の休館日
は、3日㈪・10
日 ㈪・17日 ㈪
・25日㈫です。

の催し物
コミュニティプラザひまわり

①親子で作るバレンタインクッキー教
　室
 対幼児～小学生（保護者同伴）、中学
生～高校生（要保護者同意）。各時間
先着7人 日2月9日㈰午前10時～正午、
午後1時～3時 費1,500円 講発酵ライフ
アドバイザープロフェッショナル　高
田妃出美氏

②発酵パワー学ぶ＆造る第10回「メロ
　ンパン」
　先着17人。 日2月22日㈯午前10時
～午後0時30分  費2,000
円 講発酵ライフアドバ
イザープロフェッショ
ナル　高田妃出美氏
 申 問直接窓口または電
話でコミュニティプラ
ザひまわり☎042-495-
5100へ

コミュニティ
プラザひまわ
りホームペー
ジ

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

2020きよせの環境・ 
川まつり出展団体

　市の環境に関するイベント「2020
きよせの環境・川まつり」の出展団
体を募集します。 対環境について、
活動状況を広く市民に伝えることが
できる団体・企業 【出展条件】①出
展団体は環境に配慮し、食品販売な
どで容器を使用する際は、リサイク
ル可能な容器を使用すること②食品
販売の方は、キッチンカーなどでの
参加も可能③各ブースで発生したご
みは、すべて出展者の責任で持ち帰
ること（会場内にごみ箱は設置しま
せん） 【開催日時】7月18日㈯ 場台田
運動公園及び柳瀬川河川区域 申 問2
月28日（消印有効）までに水と緑の
環境課で配布する出展申込書（市ホ
ームページからもダウン
ロード可）に必要事項を
記入し、直接窓口または
郵送、ファクスで水と緑
の環境課環境衛生係☎
042-497-2099Ｆ 042-
492-2415へ

清瀬市平和祈念展等 
実行委員会委員

　令和2年度の平和祈念展を開催す
るため市と協働で企画・運営する委

員を募集します。 対市内在住の方。
定員20人（応募者多数の場合は選
考） 申 問2月28日までに電話で住所
・氏名・電話番号を企画課市民協働
係☎042-497-1803へ

清瀬市高齢者健康づくり・ 
介護予防推進委員会委員

　高齢者の権利擁護や地域包括ケア
の推進に関する協議を行う委員会
（地域包括支援センター運営協議会）
の委員を募集します。 対市内に住
所を有する40歳以上の方。定員4人
程度（応募者多数の場合は選考。結
果は3月18日㈬に応募者全員に郵
送） 【募集期間】2月10日㈪～20日
㈭ 【任期】4月1日㈬～令和4年3月31
日㈭ 申 問地域包括ケア推進課で配
布する申込書（市ホームページから
もダウンロード可）に必要事項を記
入し、直接窓口または郵送で地域包
括ケア推進課地域包括支援センター
☎042-497-2082へ

都営住宅
◆抽選方式＝ 対単身者向け、単身
者用車いす使用者向け、シルバーピ
ア（単身者向け・2人世帯向け）、住
宅内で病死などがあった住宅
◆ポイント方式＝ 対ひとり親世帯
向け、高齢者世帯向け、心身障害者
世帯向け、多子世帯向け、特に所得
の低い一般世帯向け、車いす使用者
世帯向け 【募集案内の配布期間】2月
3日㈪～12日㈬ 【申込み締め切り】2
月17日㈪（必着）
 【募集案内の配布場所・時間】まち
づくり課、生活福祉課、高齢支援課、
子育て支援課、松山・野塩出張所＝
平日午前8時30分～午後5時（平日の
午後5時～午後8時と土・日曜日、
祝日は市役所夜間受け付けで配布）、
各地域市民センター・子ども家庭支
援センター・生涯学習センター＝各
センター開館日の開館時間内で配布
 問JKK東京（東京都住宅供給公社）☎

大型映像「オーロラの調べ　神秘の光を探る」

市ホームペ
ージはこち
ら

0570-010-810（期間内）、☎03-
3498-8894（期間外）
◆随時＝ 対2人以上の家族 申 問2月
26日から電話でJKK東京☎03-5467-
9266（専用ダイヤル）

市営駐輪場定期利用者
　清瀬駅北口第2・第3駐輪場、秋
津駅南口・北口駐輪場の定期利用を
現地受け付けします。管理人常駐時
間は平日午前6時30分～10時30分と
午後2時30分～6時30分、バイクは
125ｃｃまで可（清瀬駅北口第2駐輪場
は平日午前6時30分～午後6時30分、
土・日曜日、祝日は午前11時30分
まで常駐、バイクは50ｃｃまで） 費自
転車は一般＝6か月7,200円・1年
14,000円、学生＝6か月5,000円・1
年10,000円。バイクは一般・学生
とも6か月12,000円・1年24,000円
（障害者手帳をお持ちの方は自転車
のみ半額） 持利用料金、割引の適用
を受ける方は学生証もしくは障害者
手帳 問シルバー人材センター☎
042-494-0903

シルバー人材センター会員
　入会には説明会への出席と、研修
会の受講が必須です。 対市内在住
で原則として60歳以上の健康で働
く意欲がある方（就業先多数あ
り） 日説明会＝2月3日㈪午後1時30
分～、研修会＝2月10日㈪午後1時
30分～ 問シルバー人材センター☎
042-494-0903

■ 今月開催の会議・委員会
会議・委員会名 日時 場所 申込み・問合わせ 備考

清瀬市子ども・子育て会議 2月3日㈪
午後3時～ 児童センター

子育て支援課保育・
幼稚園係
☎042-497-2086

傍聴希望者
は直接会場
へ。

購入引換券をお持ちの方で、まだ商
品券を購入されていない方や、商品
券をご使用になっていない方はお早
めにご利用ください。 問産業振興
課産業振興係☎042-497-2052

きよせ南口農産物直売所を 
ご利用ください！

　きよせ南口農産物直売会では、こ
の時期ならではの市内産の野菜・花
などの販売をしています。 日毎週
土・日曜日の午前8時～1時間程度
（売切れ次第終了） 場松山公園（シル
バー人材センター隣） 問産業振興課
産業振興係☎042-497-2052
移動販売車による農産物即売会
　JA東京みらいと清瀬直売会の協
力により、市内産農産物などの移動
即売会を実施しています。市内産の
新鮮な野菜、果樹、切花など旬の味
をぜひお買い求めください。 場①
中里地域市民センター②旭が丘団地
自治会前広場③市役所 日いずれも
毎週水曜日の①午前10時～10時30
分②午前11時～11時30分③正午～
午後0時30分 問産業振興課産業振興
係☎042-497-2052
※天候不順や水曜日が祝日の場合は
開催しません。また、売切れ次第終
了となります。

2020年農林業センサスに 
ご協力を

　令和2年2月1日を基準日として、
2020年農林業センサスを実施しま
す。この調査は、わが国の農林業・
農山村地域の実態を明らかにする最
も基本的な調査です。ご理解とご協
力をお願いします。【調査対象】農
林業を営んでいる世帯及び法人
 【調査方法】1月中旬から調査員証を
携帯した調査員が訪問していますの
で調査票の記入・回収についてご協
力ください。 問文書法制課統計係
☎042-497-2032

認知症家族会ゆりの会
　問題や悩みを語り合い、明日への
エネルギーに繋げよう。 対認知症
高齢者を介護しているご家族な
ど 日2月19日㈬午後1時30分～3時
30分 場平野クリニック（松山一丁
目） 費お茶代50円（お菓子付き）、初
回無料 直 問地域包括ケア推進課地
域包括支援センター☎042-497-
2082


