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市制施行50周年
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清瀬市は、今年市制施行50周年を迎えます

迎春

新 年 の ご 挨 拶
　明けましておめでとうございます。
　清瀬市は、今年、市制施行50周年を迎えます。明治22年に清瀬村
が誕生してから、130年余り、先輩方が、それぞれの想いを託しながら、
村から町、市へとまちをつくり上げてきました。そして、令和の時代、
これまで歩んできた歴史を大切に、「市民のみなさんが元気で幸せな
まち　清瀬市」を築いてまいります。
　また、市役所新庁舎の建設も順調に進んでおり、令和3年5月には
防災の拠点となる新庁舎で業務を開始する予定
です。災害に強い、安全安心なまちづくりを、
さらに進めてまいります。
　そして今年は、東京2020オリンピック・パ
ラリンピックが開催されます。清瀬市では、7
月15日に聖火リレーが行われます。
　「喜べば、喜びごとが、喜んで、喜び連れて、
喜びに来る」。喜び溢れる一年を、大いに盛り
上げていきましょう。
　今年も宜しくお願いいたします。

清瀬市長

渋谷　金太郎

　明けましておめでとうございます。
　市民の皆様にはご壮健にて穏やかな新年をお迎えのこととお慶び申
し上げます。また旧年中は、市政運営ならびに議会活動に対しまして
ご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて昨年、市議会は、議員改選の年であり5月に議長を始めとした
議会の人事および構成を一新致しました。本年もこれまで同様、議会
で丁寧な質疑を重ね、議案の審議に臨むとともに、行政へ先進事例な

清瀬市議会議長

　渋谷　けいし

どの調査・研究を踏まえた政策提言を行うなど、
市民の皆様からご信託をいただいている議会と
しての責任を果たすことのできるよう、議長と
して議会全体のご意見を踏まえ、多様な環境整
備に努めてまいります。
　市民の皆様には、本市の限りない発展のため
引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い
申し上げますとともに、本年が皆様にとりまし
て幸多き年となりますようご祈念申し上げ、市
議会を代表し年頭のごあいさつといたします。

写真は市役所屋上から見える富士山
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年 始 の 市 役 所 な ど の 業 務 日 程

納税に
ご協力を

■夜間納税・納税相談日1月29日㈬・30日㈭午後８時まで　　■土曜納税・納税相談日1月11日㈯午前９時～正午
■日曜納税・納税相談日1月26日㈰午前９時～午後４時　      場いずれも市役所徴収課窓口問徴収課徴収係☎042-497-204５

＝平常業務 ＝業務時間変更・一部休業 ＝休業・休館

中央 元町こども 下宿 野塩 竹丘 駅前
1月3日㈮まで 休　館　日
1月4日㈯ 午前10時～午後5時 午前10時～午後6時

★年始休館中、資料の返却はご遠慮ください。

清瀬市立図書館　年始の開館時間

問中央図書館☎042-493-4326

対平成11年4月2日～平成12年4月
1日生まれで市内在住の方 日1月
12日㈰午前11時～（開場は午前
10時） 場清瀬けやきホール
 直 問生涯学習スポーツ課生涯学
習係☎042-495-7001
※市外に転居された方でも参加で
きます。当日直接会場にお越しく
ださい。
※案内状は11月5日現在、市の住
民基本台帳に登録されている方へ

令和２年成人記念式典

送付しています。
※当日は駐車場がないため、公共
交通機関をご利用ください。

タニタ監修メニュー提供店舗の募集

　あなたのお店のオリジナルメニ
ューを㈱タニタのノウハウを生か
し、おいしいヘルシーメニューに
してみませんか。
 【対象店舗・店舗数】市内飲食店3
店舗（応募店多数の場合は選考）
 【監修費】無料（試食を含む完成ま
での材料費は実費負担） 申1月20
日（必着）までに応募用紙（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、郵送または
持参で〒204-8511中里5-842　清
瀬市健康推進課へ

◆説明会
　タニタ監修メニューの概要や条
件などを説明します。
 日1月16日㈭午後2時30分～4時
 場健康センター 申電話で健康推
進課成人保健係
 問いずれも健康推進
課成人保健係☎042-
497-2076
※詳しくは、市ホー
ムページをご覧くだ
さい。

「きよせ郷土カルタ大会」参加児童募集

　「きよせ郷土カルタ大会」を郷
土博物館で初めて開催します！ 
清瀬の物知り博士を目指し、初代
チャンピオンの称号をゲットしよ
う。1対1で行う個人戦を、3回行
い、取り札の合計得点で競います。
また、競技終了後に表彰式があり、
得点の上位者には賞状・楯・粗品
などを贈呈します。
 対小学3～6年生。先着20人（応募
者多数の場合は抽選） 日3月1日㈰

午前10時～（集合は午前9時30
分） 場郷土博物館 申 問1月4日～
31日（午前9時～午後5時）に電話
で郷土博物館☎042-493-8585へ

「清瀬ウッドチップ」

　「清瀬ウッドチップ」は、市内
でせん定した樹木を加工してお
り、庭などに深く敷き詰めること
で、日光を遮断し、雑草の発芽を
抑制する効果があります。人気の
商品のため、納品までに時間がか
かることがありますので、お早め
にご予約ください。なお、市内在
住の方には、5袋以上の購入で自
宅にお届けするサービスも行って
います。ぜひご利用ください。

【販売商品】「清瀬ウッドチップ」
「園芸用清瀬スモールチップ」
【価格】各1袋200円（45 ㍑袋に約
7 ㌔） 問総務課営繕係☎042-492-
5111（内線524）

◆効果的な使い方
①敷く場所の雑草を根からしっか
り抜きます（根が残っていると、
ウッドチップの隙間から雑草が出
てきてしまいます）。
②ウッドチップを厚さ5㌢以上敷
き詰めてください。
※ 雑草発芽
対 策 の「 清
瀬ウッドチ
ッ プ 」は、
畳1/4程度
の 広 さ に、
1袋 が 目 安
です。

ご利用ください！ 
多言語対応デジタルブックアプリ「カタログポケット」

　多言語対応デジタルブックアプリ「カタログポケット」は、もう
ご利用になりましたか？　市報きよせがスマートフォンで読めるだ
けでなく、便利な機能が満載です。ぜひ活用して、市報きよせをお
楽しみください。 問秘書広報課広報広聴係☎042-497-1808

アプリの
ダウンロ
ードはこ
ちら

目印は
このアイコン

※アプリは
無 料 で す
が、別途通
信費がかか
ります。

機能① 文字が大きく見やすい
　紙面の読みたい部分をタップす
ると、文字を大きく表示できる機
能があります。これによって、ス
マートフォンなどの小さい画面で
も文字が読みやすくなります（一
部の図表などは対応していませ
ん）。表示された文字をさらに大
きくもできます。

雑草発芽抑制・ぬかるみ対策に

昨年の様子

（※）4日の市民課土曜窓口はお休みとなります。
★詳しくは各施設へお問い合わせください。なお公共施設予約システムは、1月4
日㈯午前8時29分まで利用できません。

施設名
電話番号（市
外局番はす
べて042）

令和2年1月
1㈬ 2㈭ ３㈮ 4㈯ 5㈰

市役所
一般事務

492-5111会計課
生涯学習センター 495-7001
男女共同参画センター 495-7002
郷土博物館 493-8585
児童センター（中央・野塩・下宿児童館）495-7700
子ども家庭支援センター 495-7701
消費生活センター 495-6211
松山地域市民センター 491-5153
野塩地域市民センター 493-4014
下宿地域市民センター・市民体育館 493-4033
竹丘地域市民センター 495-1717
中里地域市民センター 494-7511
中清戸地域市民センター 494-7211
コミュニティプラザひまわり
（テニスコート含む） 495-5100

清瀬けやきホール 493-4011
きよせボランティア・市民活動センター 491-9027
松山・竹丘集会所 495-1717
清瀬・ハローワーク就職情報室 494-8609
子どもの発達支援・交流センター 495-3030
障害者福祉センター 495-5511
障害者就労支援センター 495-0010
社会福祉協議会 495-5333
下宿運動公園広場

493-4033

下宿第二運動公園野球場
清瀬内山運動公園野球場
清瀬内山運動公園サッカー場

テニス
コート

下清戸
清瀬内山運動公園
中央公園

健康増進室（健康センター） 492-5111

4日 の 貸 館 は 午 後１時 か
ら、入金等業務は平常ど
おり。

4日は午後6時閉館。
入金業務は午後５時まで。

4日・５日はいずれも午後５時閉館。

4日の貸館は午後１時から、入金等
業務は平常どおり。

4日の貸館は午後１時から。

2日は午前１１時から。

2日は午前１１時から。

（※）

2日は午前１１時から午後7時まで、
3日は午前9時から午後7時まで。

今月の
納期

◆市・都民税（第４期）◆国民健康保険税（第7期）◆後期高齢者医療保険料（第7期）◆介護保険料（第7期）　
1月31日㈮までに納めてください。

詳しくはこ
ちら

機能② 多言語対応
　日本語の他に、英語、韓国語、
中国語繁体字、中国語簡体字、タ
イ語、ポルトガル語、スペイン語、
インドネシア語、ベトナム語に対
応しています（自動翻訳のため聞
き取りにくい場合があります）。

機能③
読み上げ機能で聞いて楽しむ
　日本語はもちろん、翻訳に対応
している全ての言語が読み上げ機
能にも対応しています。文字を読
むのがつらいという方は、音声読
み上げ機能が便利です（一部非対
応）。
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1月のびん・かん
収集について

1月14日㈫の下宿、旭が丘、中里四丁目～六丁目は通常どおりびん・かんの収集を行います。
 問ごみ減量推進課ごみ減量推進係☎042-493-3750

○所得税などの確定申告はお早めに
　所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び地方消費税の確定申
告は、東村山税務署で受け付けます。税務署の申告書作成会場での受け
付けは、２月17日㈪からです。開設初日と最終日間際は大変な混雑が予
想されます。
【申告・納税期限】所得税＝２月17日㈪～３月16日㈪、消費税及び地方消
費税＝３月３1日㈫まで、贈与税＝２月３日㈪～３月16日㈪
※２月14日㈮までは常設窓口のみで受け付け。還付申告は、２月17日㈪
以前でも提出を受け付け（土・日曜日、祝日を除く）。
◆閉庁日対応窓口を開設します
　２月２4日㈪と３月1日㈰は、確定申告書作成のアドバイス及び申告書の
受け付けを行います。ぜひご利用ください。
 場いずれも東村山税務署（東村山市本町一丁目）
※1月２２日㈬から駐車場が使用できないため、公共交通機関をご利用く
ださい。
○申告書は国税庁ホームページで作成できます
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、自宅のパソ
コンやスマートフォン、タブレット端末などから申告書を作成すること
ができます。給与所得者・年金所得者等向けの申告書作成画面があり、
初めての方でも画面の案内に従って操作できるようになっています。
　作成した申告書は、印刷して郵送などにより税務署に提出することが
できます。また、マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用す

「税理士会による無料申告相談」をご利用ください！
　東京税理士会所属の税理士が、相談をお受けします。ぜひご利用
ください（初日は混雑が予想されます）。
 対①事業所得・不動産所得または雑所得を有し、所得金額が小規
模（青色申告特別控除前がおおむね３00万円以下）の方②消費税につ
いては前述①のうち、基準期間の課税売上高が小規模（おおむね
３,000万円以下）の方、③前述①②に準ずる方、年金受給者及び給
与所得者の所得税の申告（株式・不動産の譲渡所得などがある方な
どは除く） 日２月4日㈫～6日㈭午前９時３0分～午後３時３0分（混雑状
況により、受け付け時間を早めに締め切る場合があります） 場アミ
ューホール  持給与・年金の源泉徴収票、生命保険料控除証明書な
どの申告用提出書類、マイナンバー確認書類と本人確認書類、筆記
用具・計算機・印鑑など
 直 問東村山税務署☎04２-３９4-6８11、課税課市民税係☎04２-4９7-
２040

る方法や、税務署で発行するID・パスワードを使用する方
法で「e-Tax（電子申告）」を利用できます。
 問申告及び納付に関しては東村山税務署☎04２-３９4-
6８11、「確定申告書等作成コーナー」の操作に関しては
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク☎0570-01-5９01

所得税などの確定申告は東村山税務署へ！

国税庁ホーム
ページ

○申告書にはマイナンバーの記載が必要です
　マイナンバーの提供を受ける際には、なりすましを防止
するために、番号法において厳格な本人確認が義務付けら
れており、マイナンバーを記載した申告書などを税務署に
提出する際に、税務署で本人確認を行います。本人確認に

　昭和41年ごろ、志木街道
の下清戸の様子です。
　写真左の酒屋さんの前、牛
乳の看板の横には、バス停が
あります。バス停の名前は「下
清戸」。行先に見えるのは「志
木駅」、「市場坂上」（志木）、
もう一つは「積水化学前」（朝
霞）でしょうか。
　写真の場所は、長命寺のそ
ばですから、「下清戸」のバ
ス停は今よりもだいぶ駅寄り
にあったようです。
　昭和4２年の市報によると、
志木街道の幅員は約5メートル。大
型車の通行量が増加するな
か、危険を解消するため、道
幅が広げられました。その際
には、沿道の家々に植えられ
ていたケヤキが、街路樹とし
て残されました。
　〝志木街道のけやき並木〟
は、昭和57年に「新東京百景」
に選ばれました。また、志木
街道は平成２年、「清瀬10景」
にも選ばれ、清瀬の顔の1つ
となっています。

第4回

下清戸　志木街道

2020 年は清瀬市市制施行 50 周年

新たな『清瀬市史』の編さん事業を行っており、昭和・平成の清瀬の写真を集めています。
ご協力ください。＊今までの収集資料に基づき市史編さん室が記事を担当しています＊

上の写真の
バス停表示を拡大

バス停表示を
読み取ると･･･

　平成２８年には電気が、平成２９
年には都市ガスが小売自由化され
ました。しかし、長い間電気やガ
スは特定の事業者の専売だったた
め、契約の勧誘の電話や訪問を新
手の悪質商法ではないかと思って
しまう消費者がいます。また、電
気やガスの契約自由化について聞
いていたが、契約先を変えると電
気やガスの設備が自然災害などで
壊れた時に修繕してもらえないの
ではないか、と思っている方も多
くいます。
【相談事例】
　自分が契約しているガス会社の
人が電気の契約を勧めてきた、ガ
スと電気の２つを契約すると安く
なるとの話だが、契約先がガス会
社になれば台風などで電柱などの
設備が壊れた時に修繕してもらえ
ないのではないか。また、新しく
契約した会社が倒産したら電気が
止まってしまうのか。
【アドバイス（電気、ガス共に）】
●契約した場合の工事は必要なの
　か？
　基本的に、工事は必要ありませ
ん。新規参入会社は既存の設備を
利用してガス、電気を供給販売す
ることができます。

●送電線やガス配管が壊れたりし
　たらどうなるのか？
　送電、導(配)管に関する修理は
設置した電気会社、ガス会社の管
理部門が行います。
●新しく申込んだ契約先が倒産し
　たら電気やガスが止まってしま
　うのか？
　供給が止まることはありませ
ん。
　会社倒産、撤退時には、会社か
らあらかじめ通知が来るので、決
められた期間内に新しい会社への
申込みをします。元の契約会社に
戻ることもできます。
●なぜ自由化になったのか
　いくつかの理由がありますが、
共通しているのは新規事業者を参
入させて競争することにより価格
を下げる狙いがあります。
 問消費生活センター☎04２-4９5-
6２1２（相談専用）

費生活相談の
現場から

消 ―契約先は変えられる―

ガス会社が電気を売り、
電気会社がガスを売る時代

は、申告書などに記載されたマイナンバーが正しい番号であることの番
号確認と、申告書などを提出する方が番号の正しい持ち主であることの
身元確認の２つの確認が必要です。
○医療費控除を受けるための手続きが変わりました
　平成２９年分の確定申告から医療費控除を受ける際に、領収書の提出
が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりま
した（医療費の領収書は自宅で5年間保存し、税務署から求められたと
きは、提示または提出）。
　明細書を作成する際には①医療を受けた人②病院・薬局ごとに合計し
た医療費を記載してください。国税庁ホームページからも作成できます。
 ※平成２９年分から令和元年分までの確定申告は、医療費の領収書の添
付または提示によることもできます。

問合せ先　東村山税務署☎042-394-６８１１
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清 瀬 あ ん だ ん べ ぇ ” “  ク イ ズ

～ ク イ ズ で 遊 ん で、 お 年 玉 プ レ ゼ ン ト を 当 て よ う ～

北 　　　　

 　「あんだんべぇ」とは清瀬の方言で、「なんだろう」という意味。皆さんは、清
瀬市について、どのくらい知っていますか？　清瀬が大好きな方も、これまで
あまり清瀬に関心のなかった方も、みんなで「あんだんべぇ～」とふるさと清瀬
のことを考えてみましょう。1マスにひらがな1文字が入ります。
　今回は、令和初のお正月を記念し、クイズの正解者のなかから抽選で素敵なお
年玉プレゼントをお贈りします。　　問秘書広報課広報広聴係☎042-497-1808

①約10万本のひまわりが咲き誇る清瀬の夏の風物詩です。

　　　 　　答え.   清瀬ひまわり

⑧清瀬は明治22年に清瀬村、昭和29年に清瀬町、昭和45年に清瀬市になりました。清瀬市になる
まで清瀬村・清瀬町が属していたのは？

②毎年9月1日に中里の富士塚で行われ、「お焚き上げ」の灰を門口に
まくと火災除け・魔除けになり、畑にまくと豊作になると伝えられ
ています。

　　答え. 中里の　　の　　　    ま

⑨市内では柳瀬川などに生息し、青色とオレンジ色が美しい鳥で、　
カメラマンにも人気です。

　

③市の木はケヤキ、花はサザンカ、市の鳥は？

⑩けやき通りには、国内外の現代彫刻を代表する作家たちの作品が並んでいます。

　　　　　　　　　　　 答え.キヨセ ケヤキ 　　　　　　 ギャラリー

④下宿の円通寺に通じる観音坂にある大木の間に、全長20メートルほどもある大きなわらの大蛇を
　掲げる行事です。

　　　　　　　　　　　　　 　  下宿の　　　　　    行事

⑪早春に清瀬中里緑地保全地域などで見られ、下を向いて紫色の花を咲か
せる「春を告げる花」です。

⑤伊藤記念公園台田の杜の隣の土地で、市民の皆さんと共に新し
い公園作りを進めている「kiyose花のある公園プロジェクト」。プ
ロジェクトの一環で種をまき、花畑となったこの花の名前は？

⑥児童センターの愛称です

　　　　　　　　　　　　　  　　 　　　　　　 っく
⑦雑木林の若返り（萌芽更新）と並行して、市で飼育事業を行い、
市民の方からも飼育体験者を募集している国蝶です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

答え.

答え.

を　　　　　　　、　　　　　　   を

の 清 瀬

日直

○
月
×
日

中

里

松

山

1

1

答え.
3

答え. 4

2 3 4

答え. 5

6 7

5 6 7

答え. 8

答え.

2 8 9

10

答え. 12

お 年 玉 プ レ ゼ ン ト に 応 募 し よ う！
キ ー ワ ー ド が 完 成 し た ら･･･

ピンクの枠1～12の文字を並べてキーワードつくろう！
　

◆応募方法
　1月15日（必着）までにメールまたははがきにタイト
ル「お年玉プレゼントクイズ」・氏名・日中ご連絡可
能な連絡先・キーワード（全文）・市報の感想（ご意見
や好きなコーナーなど）、希望するプレゼント（第1・
2希望まで）を明記し、〒204-8511中里5-842　秘書
広報課広報広聴係Ｍkouhou@city.kiyose.lg.jpへ 問秘書
広報課広報広聴係☎042-497-1808
※当選された方にのみ、1月31日までにご連絡します。
※「季節のお野菜詰め合わせセット」は2月4日・5日午
前8時30分～午後5時に、それ以外のプレゼントは2月
28日まで（土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午
後5時）に秘書広報課へ受け取りにお越しください。
※プレゼントはご希望に添えない場合がございます。

お年玉プレゼント
・清瀬ベジフルパーティーの
　季節のお野菜詰め合わせセット　　　　   　2人
・市史研究きよせ　第1号～第4号セット　      ３人
・清瀬市役所産はちみつ「kiyohachi」  80グラム      10人
・清瀬市ガイドブック　　　　　　　 　　　 20人

　古くから伝わる行事で村に悪い
虫や病が入ってくるのを「ふせぐ」
ために行われます。東京都指定無
形民俗文化財にもなっています。

11

10 11 12

9

2
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講座「災害時、待ったなし！ 
トイレ問題」

～備えと行動で乗り越えるには～
　いざという時でも、安心して行け
るトイレの対策について一緒に考え
てみませんか？ 先着40人。 日1月
23日㈭午後2時～4時 場男女共同参
画センター 講インクルラボ代表　
高橋聖子氏 申 問1月6日からの平日
午前9時～午後5時
に電話で男女共同
参画センター☎
042-495-7002へ
※保育あり（6か月
～未就学児、先着
10人。要予約）。

「人権かるた」パネル展
　市内の小学生が「子どものための
ガイドブック」を読んで、夏休みの
宿題で作った「人権かるた」を展示
します。 日1月20日㈪午後2時～2月
2日㈰午後9時 場クレアギャラリー

（クレア
ビル4階）
 直 問男女
共同参画
センター
☎ 0 4 2 -
495-7002
ソーシャルネットワークラボ講座

ー参加を広げる！ 仲間が増える！
　ファシリテーション研修
　さまざまな活動参加を活発にする
場の考え方、進行スキルを学ぶ連続
講座です。先着40人。 日2月8日㈯
・9日㈰いずれも午前10時～午後4
時30分 場男女共同参画センター
 講ファシリテーター　青木将幸氏
 申 問電話（平日午前
9時～午後5時）で
男女共同参画セン
ター☎042-495-
7002へ
※保育あり（6か月
～未就学児。先着
10人。要予約）。

防災講演会
　「東日本大震災から学ぶ避難所運
営の実態『自助・共助（近助）の力』」
です。先着180人。 日1月15日㈬午
後3時 ～4時30分 場ア ミ ュ ー ホ ー
ル 【語り部】七郷地区町内会連合会
防災アドバイザー・防災士　菊池健
一氏 直 問防災防犯課防災係☎042-
497-1847

消防団出初式
　新春恒例の出初式を行います。な
お今回、国旗掲揚 、団員表彰、行
進などの際の演奏は、五中吹奏楽部

楽しくラクラク♪ 
クッキング～プラチナ世代編

　簡単に作れる家庭料理を栄養士が
準備し、試食します。 対市内在住
の65歳以上の方。先着10人 日2月6
日㈭正午～午後1時30分 場消費生活
センター 費300円（試食実習費）
 申 問1月6日から直接窓口または電
話で健康推進課成人保健係☎
042-497-2076へ

禁煙教室
　禁煙の必要性や効果を確認し、禁
煙への取り組みを始める教室で
す。 対市内在住の方。先着10人 日1
月23日㈭午後1時30分～2時30分
 場健康センター 申 問1月6日から直
接窓口または電話で健康推進課
成人保健係☎042-497-2076へ

健康測定会

対①清瀬市国民健康保険加入者②後
期高齢者医療保険加入者。各日先着
40人 日①1月23日㈭、3月6日㈮②1
月24日㈮、3月5日㈭いずれも午前9
時30分～午後3時30分 場健康センタ
ー 申 問電話で健康推進課成人保
健係☎042-497-2076へ

健康づくり推進員運営
①中里健やかクラブ
　物忘れ相談プログラムを行い
ます。 対市内在住の方 日1月8日
㈬午後1時30分～3時30分 場中里老
人いこいの家 申 問健康づくり推進員
・田島☎042-492-5779へ
②さわやか健康クラブ
　明治神宮参拝、NHKスタジオ
パークを訪れます。先着40人。
 日1月22日㈬午前9時～（雨天中止）
 【集合・解散場所】清瀬駅構内集合、
現地解散 費100円（保険料・運営費

オペラ鑑賞会▶①歌劇「トゥーランドッ
ト」②歌劇「椿姫」日本語字幕付き。①1
月12日②2月9日いずれも13時30分～16
時30分、アミューホール、無料、清瀬

稲門会・大畠☎042-491-0572
清瀬郷土研究会・清瀬歩こう会歴史散歩
▶①六義園＆巣鴨銀座で豆大福散策②深
大寺・国宝仏＆神代植物園散策。①1月

14日9時～15時②2月11日9時～15時30
分、①9時に清瀬駅連絡橋集合②9時に
JR武蔵野線新秋津駅前に集合、参加費
400円、①入園300円（65歳以上150円）

②拝観料200円・入園500円（65歳以上
250円）、傷害保険・交通費・飲食代な
どは別途個人負担、清瀬郷土研究会・清
瀬歩こう会・岡田☎090-8044-6656
第40回写友清新会写真展▶美しい自然
を求めて会員が捉えた風景と花の写真を
展示。1月13日～19日10時～17時（13日
は15時から）、クレアギャラリー（クレ
アビル4階）、無料、写友清新会・高橋☎
042-495-4154

【市民伝言板利用案内】
●2月15日号掲載希望の「催し物」の原稿は、1月6日午前8時30分から15日までの間に受け
付け。先着25枠。
◦利用案内は、市ホームページまたは秘書広報課で配布しています。必ずご確認ください。
問秘書広報課広報広聴係☎042-497-1808 Ｆ042-491-8600 Ｍkouhou@city.kiyose.lg.jp

など。交通費、他は別途自己負担）
持昼食・飲み物・筆記用具 申1月7
日から健康センター、生涯学習スポ
ーツ課、松山地域市民センターにあ
る申込書に必要事項を記入のうえ、
上記施設にある専用投函箱へ 問健
康づくり推進員・手塚☎090-7903-
2807

きよせ健幸塾 伸ばそう！健幸寿命
「動脈硬化＆血管改善エクササイズ」
　動脈硬化測定の後、血管改善エク
ササイズを習得しましょう。 対国
民健康保険または後期高齢者医療保
険加入者。先着50人 日1月26日㈰午
前9時30分～11時30分（30分毎の予
約制） 場アミューホール 申 問直接窓
口または電話で健康推進課成人
保健係☎042-497-2076へ

食生活相談
　生活習慣病予防の食事や高齢期の
食事の相談を行います（30分毎の予
約制）。 対市内在住の30歳以上の方
とその家族の方 日1月20日㈪、2月
12日㈬いずれも午後1時30分～4時
 場健康センター 申 問直接窓口また
は電話で健康推進課成人保健係☎
042-497-2076へ

ふまねっと運動
　ネットを踏まずに歩くことで、歩
行機能アップ！ 日①1月14日㈫②17
日㈮いずれも午後2時～4時 場①男
女共同参画センター②竹丘地域市民
センター 費100円 直 問チームりか
すて・村松☎090-5766 -0953

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1月15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

清瀬市認知症カフェ事業 
よってこカフェ

　どなたでも参加できる認知症カフ
ェです。
①よってこカフェinふわっとん
 日1月14日㈫・28日㈫午後2時～4
時（ラストオーダーは午後3時30分）
 場cafeふわっとん（上清戸一丁目）
 費1回300円税込み（飲み物・茶菓子
代）
②よってこカフェinスターバックス
 日1月21日㈫午前9時30分～11時30
分 場スターバックスコーヒー清瀬
駅前店（元町一丁目） 費ワンドリン
クオーダー制
 直 問①②地域包括ケア推進課地域
包括支援センター☎042-497-2082

が行います。 日1月11日㈯午前10時
～（小雨決行） 場神山公園 直 問防災
防犯課防災係☎042-497-1847
※当日は午前8時に市内全域でサイ
レンが鳴ります。
※降雨が懸念される場合は、五中吹
奏楽部による演奏は中止します。
◆消防団に入ろう！
　「自分たちのまちは自分たちで守
る」という強い使命感を持つ、下記
の方を募集しています。 対市内在
住・在勤・在学の18歳以上の健康
な 方 問防 災 防 犯 課 防 災 係 ☎042-
497-1847

東京消防出初式
　屋外は開催場所の都合上、当日席
はございません。屋内ではさまざま
な体験などが無料で楽しめます。
 日1月6日㈪午前9時30分～（開場は
午前8時、閉式は午前11時20分）
 場屋外＝東京臨海広域防災公園（江
東区有明三丁目）、屋内＝東京国際
展示場（東京ビッグサイト・江東区
有明三丁目） 申 問清瀬消防署☎042-
491-0119へ

社会参加への道～高次脳機能障害 
を持った自分だからできること

　「高次脳機能障害者の職場復帰の
プロセスと課題に関する基調講演」

「高次脳機能障害当事者とのトーク
セッション」です。 日1月25日㈯午
後1時～4時（開場は午後0時30分）
 場まろにえホール（東久留米市中央
町二丁目） 【登壇者】精神保健福祉士
柳澤朋秀氏、東京病院医師　新藤直
子 氏、 高 次 脳 機 能 障 害 当 事 者 な
ど 直 問障害福祉課障害福祉係☎
042-497-2073
第14回多摩六都高校生写真展

　多摩六都圏（清瀬市・東村山市・
小平市・東久留米市・西東京市）を
中心とした高校の写真部による合同
写真展です。 日2月2日㈰～9日㈰午
前9時～午後5時（2日㈰は午後1時か
ら、9日㈰は午後3時まで、3日㈪は
休館） 場郷土博物館 直 問生涯学習ス
ポ ー ツ 課 生 涯 学 習 係 ☎042-495-
7001

各地域市民センターの催し物
◆竹丘地域市民センター

【新春寄席　竹丘亭】
 日1月19日㈰午後1時30分～3時(開
場は午後1時） 費600円 【出演】杉並
江戸落語研究会 場 申 問竹丘地域市
民センター☎042-495-1717へ
◆下宿地域市民センター

【骨盤体操教室】
 日1月7日㈫からの第1・3火曜日午
前10時～11時  費1回1,000円

【ストレッチ・エクササイズ教室（①
森谷式ストレッチ講座②森谷式エク
ササイズ】
 日1月8日㈬からの水曜日①午前9時
30分 ～10時30分 ② 午 前11時 ～ 正

午 費1回500円
【ピラティス教室】
 日1月10日㈮からの金曜日午前11時
～正午 費1回800円
 場 申 問いずれも下宿地域市民セン
ター☎042-493-4033へ

第32回多摩郷土誌フェア
　東京都市社会教育課長会文化財部
会が主催する第32回多摩郷土誌フ
ェアでは、多摩地域25市町の教育
委員会などが発行する、歴史や文化
財等の書籍を、新刊図書も含め一堂
に集めて展示販売します。 日1月18
日㈯午前10時～午後5時・19日㈰午
前10時～午後3時 場立川市女性総合
センターアイム（立川市曙町二丁
目） 直 問稲城市教育委員会生涯学習
課☎042-378-2111（代表）
※駐車場はございません。あらかじ
めご了承ください。高橋聖子氏

青木将幸氏



7市報令和2年（2020年）1月1日号 対対象　日日時　場場所　費費用　講講師　持持ち物　内内容　期期間　直直接会場へ　問問合せ　申申込み凡例

　18世紀の天文学者シャルル
・メシエは彗星と紛らわしい天
体をまとめ、カタログを作りま
した。有名な星雲や星団にはメ
シエ(M)番号が付けられ、今な
お使われています。プラネタリ
ウムでメシエ天体を眺めてみま
しょう。双眼鏡をお持ちの方は、
ぜひご持参ください。
 対中学生以上（小学生以下は入
場不可）。先着234人 日1月22
日㈬午後1時10分～午後1時55

多摩六都科学館の催し物 多摩六都
科学館ホ
ームページ

耐震相談会
　建築士が個別に木造住宅の耐震に
関する相談に無料で応じます。 対市
内に建築物を所有している方 日1月
16日㈭午後1時～4時 場生涯学習セ
ンター 申 問1月6日～15日に直接窓
口または電話でまちづくり課まちづ
くり係☎042-497-2093へ
※受け付け後に予約受付票を交付し
ますので、当日必ずご持参ください。

福祉法律専門相談
　相続、遺言、権利侵害、その他ト

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1月25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】三遊亭青森、
春風亭一猿
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1月29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「はじめてアロ
　マ」
　アロマスプレーでアロマの基本を身

につけよう。先着12人。 日1月15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「みんなでおもち
　つき」
　各クラス先着16人。 日1月21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「健康タオル体操」
　簡単なストレッチ体操です。先着
13人。 日1月17日㈮午後2時～3時 費1
回500円 講岡﨑彩音氏
⑦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1月17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
⑧講座「写経教室1月～3月」
　般若心経を通じて「写経体」という字
体を学びます。各曜日先着18人。 日月
曜日＝1月27日・2月3日・3月2日、木曜
日＝1月23日・2月6日・3月5日いずれも

の催し物
清瀬けやきホール

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。
※1月の休館
日は、1月1日
㈬～3日㈮・
8日 ㈬・14日
㈫・20日㈪・
27日 ㈪ ～30
日㈭です。

午前10時～正午 費全3回3,000円（用紙
代別途） 講横田游心氏
 申 問③は直接会場へ。そ
れ以外は直接窓口または
電話で清瀬けやきホール
☎042-493-4011へ

の催し物
コミュニティプラザひまわり

①おひな様・恵方巻
　好評「季節の巻き寿司講座」
　先着15人（ 中学生は保護者同伴）。
 日1月26日㈰午前10時～午後1時30
分 費2,000円（材料費込み） 講JSIA認定
西原綾果氏

②発酵パワー学ぶ＆造る  第9回地場
　産白菜「本格キムチ＆コチュジャン
　造り」
　先着20人。 日1月18日㈯午前10時
～午後0時30分  費2,400円（材料費込
み） 講発酵アドバイザープロフェッシ
ョナル　高田妃出美氏
③リフレッシュ・フラ～美しい姿勢＆
　しなやかな自分に～
　先着15人。 日1月11日㈯～3月21日
㈯の土曜日午前10時～11
時（月2～3回、全8回） 費1
回800円 講岡本寿美恵氏
 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

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＝1月6日㈪午後1時30
分～、研修会＝1月14日㈫午後1時
30分～ 問シルバー人材センター☎
042-494-0903

下水道モニター
　東京都下水道局では、インターネ
ットアンケートの回答、施設見学会
への参加などを行う「下水道モニタ
ー」を募集します。 対令和2年4月1
日現在、満20歳以上で都内在住の
方（公務員、過去に下水道モニター
を経験した方、島しょ在住者を除く）

で、ホームページの閲覧とEメール
の送受信ができる方。定員1，000人
程度（応募者多数の場合は選考）
 【任期】4月1日から1年間 【謝礼】ア
ンケートへの回答数に応じ、図書カ
ードを贈呈 問東京都下水道局総務
部広報サービス課☎03-
5320-6693
※1月6日㈪～2月28日㈮
に東京都下水道局ホーム
ページをご覧のうえ、お
申込みください。

リハビリテーション 
（機能訓練事業）利用者

　主体的な地域生活・社会参加・復
職のためにリハビリが必要な方へ理
学療法士が個別にプログラムを作成
し、機能訓練（リハビリ）を行いま
す。 対主に身体障害者の方、申請
により自治体から発行される受給者
証をお持ちの方（定員に空きがあれ
ば、市外在住の方も利用可） 申 問障
害者福祉センター・赤池☎042-
495-5511へ

第228回東京都都市計画 
審議会の傍聴者

　定員15人（応募者多数の場合は抽
選）。 日2月5日㈬午後1時30分～
 場東京都庁（新宿区西新宿二丁
目） 申 問1月15日（消印有効）までに
往復はがきに住所・氏名・電話番号
を記入し、〒163-8001新宿区西新
宿2-8-1　東京都都市整
備 局 都 市 計 画 課 ☎03-
5388-3225へ
※付議案件など詳しく
は、東京都都市整備局ホ

ラブルなど、法律的な問題について
弁護士が無料で相談に応じます。
 日1月22日㈬午前10時～正午 場コ
ミュニティプラザひまわり 申 問権
利擁護センターあいねっと☎042-
495-5573へ

ご存じですか！ 検察審査会 
検察審査員に選ばれたらご協力を

　交通事故、詐欺などの被害にあっ
たのに、検察官がその事件を裁判に
かけてくれない（不起訴処分）場合
に、検察官のした不起訴処分が正し
かったかどうかを審査するのが検察
審査会です。
　検察審査会は、20歳以上で選挙
権を有する皆さんのなかから「くじ」
で選ばれた11人の検察審査員で構
成されています。特に法律的な専門
知識は必要なく、国民の常識からみ
て妥当かどうかを判断します。あな
たも審査員に選ばれることがあるか
もしれません。審査員に選ばれたと
きには、国民の代表としてこの仕事
にご協力をお願いします。
 問立川検察審査会事務局☎042-
845-0292

大人向けプラネタリウム
「プラネタリウムで星雲・星団を観察～メシエ天体めぐり」

下水道局ホ
ームページ
はこちら

市民公開講座 
きよせ　地域で支える認知症

　認知症の症状や対応を正しく理解
し、認知症の人やその家族を地域全
体で支えていくための知識や支援方
法を学ぶ講座です。パネルディスカ
ッション「地域で支える認知症」も
行います。先着100人。 日2月8日㈯
午後2時～4時（開場は午後1時30
分） 場アミューホール 内 講「認知症
は予防できる!?」＝複十字病院医師
飯塚友道氏、「くすりはリスク!?」＝
清瀬市薬剤師会会長　中村清美
氏 申 問清瀬市医療・介護連携推進
協議会事務局☎042-494-1441へ

ームページをご覧ください。

清瀬高校 
除草ボランティア

　3年後の清瀬高校創立50周年に向
けて「目指せ！ 1000株のあじさい
プロジェクト」が発足。あじさい復
活のための除草ボランティアを募集
します。 日1月18日㈯・2月15日㈯
・3月14日㈯・3月28日㈯いずれも
午前9時～午後3時（雨天中止） 場清
瀬高校（松山三丁目） 申清瀬高校事
務室前で配布する申込用紙（清瀬高
校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、
直接清瀬高校
へ 問清瀬高校
副校長・竹原
☎ 042-492-
3500

東京都ホー
ムページは
こちら

◆市（まちづくり応援基金）へ
　阿部百合香様（10,000円）、清瀬
大 輝 様（10,000円 ）、 匿 名 様5件

（197,000円）
◆市（一般等寄附金）へ
　清瀬焼陶芸会様（30,000円）
　ありがとうございました。

柳泉園組合の水銀濃度分析計測定結果

　廃棄物焼却施設の排ガス中の水
銀濃度について、法律上基準が定
められていないため、自己規制値
を0.05ｍｇ／ノルマルリューベと
定め測定しています。8月～10月
の分析測定結果（各月の1時間平

均値の最高値）は、1～3号炉のい
ずれも0.00ｍｇ／ノルマルリュー
ベでした。
 問柳泉園組合☎042-470-1547、
ごみ減量推進課ごみ減量推進係☎
042-493-3750
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平 日 小 児
準夜間診療

▶（月～金）多摩北部医療センター（東村山市青葉町一丁目）受付時間午後７時30
分～10時30分　☎042-396-3811▶（月・水・金）佐々総合病院（西東京市田無町四
丁目）受付時間　午後７時30分～10時30分　☎042-461-1535

24時間電話で聞ける
医療機関案内

▶清瀬消防署　☎042-491-0119▶東京消防庁救急相談センター（救急車
を呼ぶか直接病院へ行くか迷った場合）☎＃7119または☎042-521-2323
▶東京都医療機関案内サービス「ひまわり」　☎03-5272-0303

対対象　日日時　場場所　費費用　講講師　持持ち物　内内容　期期間　直直接会場へ　問問合せ　申申込み凡例

事業・対象・内容など 日時 所場
1. 一般開放（卓球・バドミントン）
対小学生以上（小学生は保護者同伴）。先着卓球6組、バドミントン３組費おとな100円
・中学生以下50円持体育館履き・ラケット・ボール・シャトルなど
 日1月18日㈯午前９時３0分～・午後1時～・午後３時～（各２時間）

市
民
体
育

館

2. 健康増進室初回利用者トレーニング
対18歳以上で、健康増進室を初めて利用する
方費３00円

午前10時～・午後２時～・午後6時～（木
・土・日曜日と祝日は午後6時からの
回はなし。月曜日は休館）

健
康
増
進
室（
健
康
セ
ン
タ
ー
３
階
）

3. ストレッチ体操
対18歳以上の方 費３00円

毎週水・木曜日午前11時～11時３0分
・午後３時３0分～４時、
毎週金曜日午前９時３0分～10時・午
後３時３0分～４時

4. みんなで楽しくエク
ササイズ
対18歳以上の方
費３00円

パンチ＆キック体操 1月４日㈯・1９日㈰
土曜日＝午後
３時～４時
日曜日＝午前
10時～11時

笑いヨガ＆ストレッチ 1月18日㈯
筋力アップ体操 1月5日㈰
ゆるトレ 1月1２日㈰
入門太極拳 1月２5日㈯
エアロフィット 1月11日㈯・２6日㈰

5. 夜間エクササイズ
対18歳以上の方 費３00円 バランスアップ体操

毎週水・金曜日午後７時３0分～8時
３0分

6. 健康・体力度テスト
　体力年齢などの確認や運動のアドバイス。
対18歳以上の方。先着5人 （前日までに要予約）
費２00円

1月７日㈫・２1日㈫午後７時～

1月1２日㈰・２6日㈰午後３時～

※2～6は15分前までに会場へ（持ち物は室内シューズ・運動できる服装・タオル・飲み物）。
※3～6に参加し、マシンの利用を希望する場合は、改めて2にご参加ください。

問1は下宿地域市民センター☎042-493-4033（バドミントンは当日午前8時
30分から要電話予約）、2～6は健康推進課健康推進係☎042-497-2075

1・2月

実
施
日

内科の緊急患者 歯科

午前９時～午後5時 午後5時～
翌日の午前９時

午前９時３0分
～午後5時 担当医

1
日

清瀬リハビリテーション病院
竹丘３-３-３３☎0４２-４９３-6111

山本病院
野塩1-３２8

☎0４２-４９1-0７06

織本病院
旭が丘1‐２61
☎0４２-４９1-２1２1

※緊急時は随時受け
付けします。

　必ず事前に電話を
お願いします。

清瀬休日歯科
応急センター（清
瀬市歯科医師
会）上清戸
２‐6‐10

（きよせボラン
ティア・市民活
動センター内）
☎0４２-４９1-86
11（正午～午後1
時は休診。受
付時間は午後４
時３0分まで）

大西
医師

２
日

花園医院
松山３-5-1４☎0４２-４９1-0３15

天川
医師

３
日

清瀬博済堂クリニック
竹丘２-15-15☎0４２-４10-0001

笹原
医師

5
日

川辺内科クリニック
竹丘２-1-３☎0４２-４９6-３３11

和気
医師

１２
日

宮本医院
松山1-４２-6☎0４２-４９1-05４７

水上
医師

１３
日

廣橋小児科・内科医院
元町1-5-３☎0４２-４９３-７４00

松村
医師

１９
日

清瀬診療所
元町1-1３-２７☎0４２-４９３-２７２７

柏原（雄）
医師

２6
日

宇都宮小児科内科クリニック
元町1-8-２☎0４２-４９1-5556

筒井（大）
医師

1月の

詳細はこちら

※7・8は対象者ごとに受付時間を調整しています。事前に送付する通知をご覧ください。転入して
きた方で通知が届かない場合、お問い合わせください。

　消費税率引上げと同時に、キャ
ッシュレス決済の推進と消費喚起
のためのポイント還元事業がスタ
ートしています。最近よく耳にす
る「ポイント還元」ってなに？ 便
利になるの？  どこで使えるの？
気になるけどむずかしそう…
　そんなまだ馴染みのない方向け

申問1～8は健康推進課母子保健係☎042-497-2077、9・10はNPO法人
ウイズアイ☎042-452-9765、Ｍinfo@with-ai.netへ

事業名・対象・内容など 日時 場所
1. ママの時間
 対未就学児を持つ母親 費50円（お茶代）
※別室で保育あり。初回のみ予約制。

1月２２日㈬午後２時～３時３0分
（受け付けは午後1時３0分）

健康センタ
ー

2. 親子歯みがき教室
対満6か月～1歳6か月児とその保護者。先着２0人
内 仕上げ磨きやおやつの選び方など。※予約制。

1月1７日㈮・２月２1日㈮午前９
時３0分～11時（受け付けは午前
９時から９時３0分まで）

3. 親子歯科健診
 対1歳6か月～４歳児とその保護者 内健診・歯磨
き・フッ素塗布（無料）※予約制。

月曜日または水曜日（詳細は申
込み時に案内します）

4. 離乳食から幼児食へのステップアップレッスン
 対1歳～1歳6か月児とその保護者。先着15組
 費試食実演費100円※予約制。

1月15日㈬午前10時～正午

5.スマイルベビーきよせ　①プレママ準備クラス②すくすく赤ちゃんクラス
対①参加時に妊娠２0週以降の方。先着10人②生後1か月から７か月未満の乳児
とその母親（当日①に参加し妊婦の方と交流できる方）。先着5組
日1月1７日㈮①午後1時３0分～３時３0分②午後1時３0分～３時３0分（午後３時か
らは①へ参加）。いずれも受け付けは午後1時10分
※いずれも要予約。いずれも上の子の保育あり （先着４人、未就学児）

6.スマイルベビーきよせ　ニコニコ親子クラス
保健師への相談・足形アート・管理栄養士による母親用のおやつの紹介など。
テーマは「ひな祭り」です。 対1か月～1歳未満の乳児とその母親。先着10組
日２月７日㈮午前10時～正午費100円
※上の子の保育あり（先着３人、未就学児）。1月6日から予約開始。
7. 乳幼児健康診査※  ①3～4か月児  ②1歳6か月児  ③3歳児
 対①令和元年９月②平成３0年6月③平成２8年1２月に生まれた乳幼児とその保
護者 日①1月1４日㈫②1月７日㈫③1月２1日㈫

8. 1歳児子育て相談会※
 対平成３0年1２月に生まれた幼児とその保護者 日1月３1日㈮

児童センタ
ー

9.すくすくクッキング
離乳食開始前後の子どもを持つママに！　旬の
野菜を使って楽しく調理＆試食をしながら、離
乳食や食育のお話をしましょう！　

1月２0日㈪午前10時～午後0
時３0分

コミュニテ
ィプラザひ
まわり10.赤ちゃんの身体の発達講座

療育の視点から、赤ちゃんが歩き出すまでの健
全な発達段階や発達を促すポイントを紹介しま
す。

1月２７日㈪午前10時～正午

つどいの広場（ころぽっくる・野塩・野塩出張・下宿・竹丘・元町）・k-net子育てひろば
親子で自由遊び・育児相談など    対0歳～就学前の子どもとその保護者
※ころぽっくる（ 問子ども家庭支援センター☎0４２-４９5-７７01）、野塩／野塩
出張／下宿（ 問NPO法人ウイズアイ☎0４２-４5２-９７65Ｍinfo@with-ai.net）、
竹丘／元町・k-net子育てひろば（ 問NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ
☎0４２-４４４-４5３３）で開催。いずれも直接会場へ。

　身近なイベントや街角の話題、各種大会で
優秀な成績を収めた方・団体などをご紹介し
ます。皆さんからの応募も受け付けています。

国民祭典で演奏する清瀬上和太鼓の皆さん

「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典」で
「清瀬上和太鼓」が演奏

　11月9日、 皇 居 前 広
場（千代田区皇居外苑
一丁目）で行われた「天
皇陛下御即位をお祝い
する国民祭典」に市内
で活動する清瀬上和太
鼓が招かれ、演奏を行
いました。
　清瀬上和太鼓は、地域の交流を深めながら、青少年の健全な育成と太
鼓の音色を郷土芸能として残していくための活動をしており、祝典や各
季節の祭礼、盆踊りなどで楽曲を披露し、活動を行っています。

（ 郷土博物館からのお知らせ

児童館からのお知らせ
①きよせけん玉の“Wa”
　けん玉をとおして、技やダンスを音楽
に合わせてみんなで楽しむ活動です。
  日1月12日㈰、2月9日㈰、3月1日㈰・8
日㈰ いずれも午前10時～正午 直 問児童
センター☎042-495-7700
②第14回なんでも発表会　出演者募集
　劇、演奏、ダンスなど･･･皆さんの特技や日ごろの練習の成果を、こ
ろぽっくるホールで発表してみませんか？　 対子どものグループ、子
どもを含むグループあるいは子ども向けの演目のある方（教室などの宣
伝・営利目的でないもののみ） 日3月22日㈰午前10時30分～午後4時30
分（予定） 場児童センター 申 問1月12日～2月10日に児童センターにある
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、
直接児童センター☎042-495-7700へ（郵送・ファクスは不可）
※出演者は申込みいただいたなかから抽選で決定します。
※1団体1枠（準備・片づけを含め約30分）のみとさせていただきます。

年中行事　「小正月のまゆ玉飾り」
　まゆや農作物の豊作祈願である「まゆ
玉飾り」を作り、郷土食の焼きだんごを
試食します（焼きだんごが無くなり次第
試食は終了）。 日1月11日㈯午後1時30
分～  講中清戸婦人会 直 問郷土博物館☎
042-493-8585

にキャッシュレス決済についての
説明会を開催します。先着50人。
 日1月17日㈮午後3時～4時（質疑
・相談時間あり） 場生涯学習セン
ター  講キャッシュレス推進協議
会ポイント還元事務局説明員
 直 問産業振興課産業振興係☎
042-497-2052へ

毎日のお買い物で使ってみませんか？

消費者向け　キャッシュレス使い方講座


	200101-1s-2
	200101-2s
	200101-3s
	200101-45s
	200101-6s
	200101-7s
	200101-8s

