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1年をふり返って～平成31年・令和元年の清瀬～

◆消防団出初式（1月12日）
◆平成31年成人記念式典（1月13日）

◆年中行事「節分の豆まきとやっかがし」（2月2日）
◆郷土博物館企画展「渡辺うめ人形展　あぜみ
　ちの詩」（2月2日～24日）
◆中里地域市民センターで実施していた地元農
　産物即売会を、旭が丘団地でも開始（2月13日）
◆�なでしこリーガーによる清瀬市サッカー教室
（2月24日）
◆�平和祈念フェスタin清瀬2019（2月26日～3月
29日）
◆清瀬市議会第1回定例会（2月28日～3月27日）

◆城田孝一郎作品特別公開展（3月21日～24日）
◆きよせさくらまつり2019（3月22日～4月7日）
◆第13回なんでも発表会（3月24日）
◆�野塩四丁目に野塩さくら児童遊園が開園（3
月29日）
◆第20回きよせカタクリまつり（3月30日～4
　月7日）

◆「『パラリンピック500Daysバス』が行く�みん�
　なで楽しもう！東京2020パラリンピック500��
　日前」で、ソメイティのＰＲバスが清瀬市内を
　走行（4月12日）
◆清瀬市議会議員・市長選挙（4月21日）
◆上清戸平心講のお神輿（4月29日）

◆東京都指定無形民俗文化財・下宿の「ふせぎ」
　行事（5月3日）
◆新元号「令和」を記念し、欅プレートに焼き
　付けた「出生記念証」「婚姻証明書」のプレゼ
　ントを開始（5月7日～）
◆郷土博物館企画展　林亮太作品展「仄

ほのか

な燦
きらめき

　
　遷

うつろ

う節
おりふし

」（5月11日～6月2日）
◆清瀬市総合水防訓練（5月11日）
◆新庁舎建設工事開始〈仮設東側駐車場工事開
　始〉（5月22日）
◆市内一斉清掃（5月26日）

◆清瀬市市制施行50周年記念ロゴマークが決
　定（6月4日）
◆清瀬市議会第2回定例会（6月10日～28日）
◆台田の杜にあるオオムラサキ飼育ケージの一
　般公開（6月12日～7月10日）
◆サイエンスフェスティバルin清瀬（6月29日）

◆ＫＩＹＯＳＥ国際会議（7月6日）

◆年中行事「小麦の棒打ち」（7月7日）
◆市指定無形民俗文化財・清戸の獅子舞（7月
　14日）
◆第14回ころぽっくるバースデーフェスタ（7
　月15日）
◆東京管区気象台が千代田区大手町の気象庁本
　庁舎から清瀬庁舎（気象衛星センターと同一
　敷地）へ移転し、業務開始（7月16日）
◆きよせの環境・川まつり（7月27日）
◆郷土博物館最先端映像展「映像で！�VＲで！�
　わくわく　とことん　あそぶ」（7月27日～8
　月18日）

◆ピース・エンジェルズが広島へ。広島市平和
　記念式典へ参列（8月5日～7日）
◆�平和祈念フェスタin�清瀬2019～核兵器のな
い平和な世界をめざして～（〈報告会・講演会
・マジックショー〉8月18日）
◆夏休み特別企画「楽しく学ぶ純粋はちみつ採
　取体験」（8月8日）
◆第12回清瀬ひまわりフェスティバル（8月17
　日～24日）
◆下清戸・八雲神社のおみこし（8月25日）

◆中里の火の花祭（9月1日）
◆清瀬市議会第3回定例会（9月2日～26日）
◆令和元年度自衛消防訓練審査会（9月13日）
◆長寿を祝って敬老大会（9月20日～）

◆清瀬市市民表彰式典（10月1日）
◆菊地幸夫弁護士講演会「消費者問題の本質を
　考える」（10月6日）
◆清瀬市総合防災訓練（10月6日）
◆台風19号接近に伴い、市内に避難勧告を発
　令（10月12日）
◆きよせ市民まつり2019（10月20日）
◆北多摩TＯＫＹＯカードラリー（10月20日～）
◆第11回石田波郷俳句大会（10月27）

◆第48回清瀬市民文化祭（11月2日・3日）
◆秋の市内一斉清掃（11月10日）
◆第17回図書館読書交流会「万葉歌に親しむ―
　清瀬の植物と万葉の世界」（11月16日）
◆農業まつり（11月16日・17日）
◆第13回蜜源植物の苗木無料配布会（11月19
　日～22日）
◆きよせ街バル2（11月29日～12月1日）
◆清瀬市議会第4回定例会（11月29日～12月18
　日）

◆年中行事「もちつき」（12月15日予定）

【１月】
◇�箱根駅伝で東海大学
が初の総合優勝（１
月3日）
◇熊本県で震度6弱の
　地震が発生（１月3日）
◇�アイドルグループ嵐
が、2020年12月31日
での活動休止を発表
（１月27日）

【2月】
◇北海道で震度6弱の
　地震が発生（2月21
　日）
◇小惑星探査機「はや
　ぶさ2」が、リュウ
　グウへの１回目の着
　陸に成功�（2月22日）
◇天皇（明仁）陛下御
　在位三十周年記念式
　典（2月24日）

【3月】
◇�東日本大震災から8
年（3月11日）
◇シアトル・マリナー
　ズのイチローが現役
　引退（3月21日）

【4月】
◇新元号「令和」を閣
　議決定（4月１日）
◇�NHK連続テレビ小説
100作目「なつぞら」
放送開始。清瀬市役
所が8月21日・24日
放送分のロケ地とし
て使われる（4月１
日）
◇�巨大ブラックホール
の撮影に世界で初め
て成功したと発表
（4月10日）
◇第125代天皇明仁が
　退位。退位礼正殿の
　儀が行われる（4月
　30日）

【5月】
◇第126代天皇が即位、
　「令和」が始まる（5
　月１日）
◇�天皇即位の礼の一環
として、剣璽等承継
の儀及び即位後朝見
の儀が執り行われる
（5月１日）
◇アメリカのトランプ
　大統領が国賓として
　来日（5月25日～）

【6月】
◇陸上男子100㍍走で、
　サニブラウン・ハキ
　ームが9秒97の日本
　新記録を樹立（日本
　時間6月8日）
◇�山形県沖で地震が発
生。新潟県村上市で
震度6強を記録（6月
18日）
◇G20大阪サミット（6
　月28・29日）

【7月】
◇商業捕鯨が31年ぶり
　に再開（7月１日）
◇セブン-イレブンが
　沖縄県に初出店し、
　日本全都道府県への
　進出を達成（7月11
　日）
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　令和元年（2019年）も残すところわずかとなりました。今年は日本でラグビー
ワールドカップが開催され、日本が初のベスト8に進出するなどうれしい出来事
があった一方で、各地で自然災害による被害も目の当たりにすることとなりまし
た。皆さんにとってはどんな1年だったでしょうか？　ここでは、平成31年・令
和元年の清瀬市の1年をふり返ってみましょう。
��問秘書広報課広報広聴係☎042-497-1808

きらびやかな衣装に身を
包んだ新成人の皆さん

市制施行50周年記念ロゴマーク

◇�ジャニーズ事務所の
創業者・ジャニー喜
多川氏が逝去（7月9
日）
◇�第25回参議院議員通
常選挙（7月21日）
◇2020年東京オリンピ
　ックまで１年（7月24
　日）

【8月】
◇女子プロゴルフの渋
　野日向子選手が、全
　英女子オープンで優
　勝。日本人の優勝は
　42年ぶり2人目の快
　挙（8月4日）
◇終戦記念日（8月15
　日）
◇�第101回全国高等学校
野球選手権大会で、
大阪の履正社高校が
初優勝（8月22日）
◇2020年東京パラリン
　ピックまで１年（8月
　25日）

【9月】
◇�台風15号が関東地方
東部に上陸。千葉県
を中心に甚大な被害
をもたらす（9月9日）
◇�ラグビーワールドカ
ップ2019が日本で開
幕。日本代表は初の
ベスト8入りを果た
し、大きなブームと
なる（9月20日～）
◇ポケベルのサービス
　が完全終了（9月30
　日）

【10月】
◇�軽減税率制度を導入
し、消費税率が10％
に（10月１日）
◇今年のノーベル化学
　賞が、吉野彰氏に決
　定（10月9日）
◇�台風19号が日本に上
陸。関東・甲信・東
北地方などに記録的
な大雨を降らせ、多
くの河川で氾濫や堤
防決壊が起こるな
ど、甚大な被害をも
たらした（10月12日）
◇即位礼正殿の儀が執
　り行われる（10月22
　日）

【11月】
◇�鹿児島県の薩摩硫黄
島で噴火が発生（11
月2日）
◇延期されていた即位
　の礼・祝賀御列の儀
　が行われる（11月10
　日）
◇2020年春開業予定の
　高輪ゲートウェイ駅
　建設に伴う線路切り
　替えのため、山手線
　や京浜東北線の一部
　が運休（11月16日）
◇�2020年東京オリンピ
ックのメイン会場と
なる国立競技場の工
事が完了（11月30日）

【12月】
�◇�流行語大賞が「ONE�
TEAM」に決定（12月
2日）

なでしこリーガーによる
清瀬市サッカー教室
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当選後市長初登庁

新元号「令和」を
記念した欅プレート

清戸の獅子舞 新庁舎建設工事開始（写真は6月17日撮影）

清瀬市総合水防訓練
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ピース・エンジェルズ広島派遣

清瀬市総合防災訓練
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中里の火の花祭

楽しく学ぶ純粋はちみつ採取体験

農業まつり


