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民生・児童委員の新たな体制を紹介地域の身近
な 相 談 者

氏名 電話番号 担当学区
永井厚子 493-4230 清中、清小、八小
安松一美 495-2065 三中、清明小
杉本美栄子 495-8733 五中、十小

氏名 電話番号 担当学区

赤川都 497-3638 二中、三小、六小、
七小

髙山邦子 491-5220 四中、芝小、四小

主任児童委員担当区域（令和元年12月１日現在）

民生・児童委員担当区域  （令和元年12月１日現在）※携帯電話以外の市外局番は 「042」
氏名 電話番号 担当区域

武田裕子 491-2742 元町一丁目11番～19番
佐藤眞一 491-9102 元町二丁目2番～16番
濵名敏夫 493-6087 元町二丁目17番～25番
松村美佐子 491-2019 中里一丁目1～999番地
恩田公子 492-6858 中里一丁目1000～1750番地
松村謙二 492-0454 中里二丁目全域

片山ひろ子 493-5495
野塩一丁目356～430番地・二丁目377～386番地、387番地のう
ち清瀬野塩アパート（1～4､ 8～9、21～23）、387～390番地、409
番地

地域包括
ケア推進課 497-2056

野塩一丁目431～447番地・二丁目387番地のうち清瀬野塩アパート
（16～20、24）、576番地 
※現在欠員のため、お問い合わせは地域包括ケア推進課へ。

森原雅子 492-6691 野塩一丁目（356～447番地を除く）全域
小作紀子 491-5939 野塩三丁目全域
土屋ゆかり 427-1119 野塩四丁目全域
浅見良子 478-0230 野塩五丁目全域
尾﨑彰一郎 491-4006 松山一丁目1番～11番、21番～39番
地域包括
ケア推進課 497-2056 松山一丁目12番～20番、40番～46番

※現在欠員のため、お問い合わせは地域包括ケア推進課へ。

桑原保子 090-7807-
8428 松山三丁目11番～27番

原田里和 445-5088 松山二丁目1番～6番・三丁目1番（71号、72号のみ）、2番～10番
大久保俊夫 491-4103 松山二丁目7番～19番・三丁目1番（71号、72号を除く）
山﨑文男 493-6427 竹丘一丁目1番～11番
村松久美子 493-6726 竹丘一丁目12番～17番
金光敏子 493-1402 竹丘二丁目1番～10番
齊藤しのぶ 492-2382 竹丘二丁目11番～28番
鈴木ひろみ 491-5852 竹丘三丁目1番～10番
稲田ヒロ子 492-5501 竹丘二丁目29番～33番・三丁目11番～25番
長澤惇子 491-0022 梅園一丁目全域・二丁目全域
土屋テル子 458-9770 梅園三丁目全域

氏名 電話番号 担当区域
宮内紀子 493-3560 上清戸一丁目（9番を除く）全域

野﨑幸伸 491-0868 上清戸一丁目9番・二丁目全域、元町一丁目5番・二丁目1番、26番
～28番

高橋善男 495-0470 元町一丁目1番～4番、6番～10番
小糸清美 492-5011 中清戸一丁目全域、三丁目全域
今井幸子 493-9069 中清戸二丁目全域

地域包括ケ
ア推進課 497-2056

中清戸四丁目847番地中清戸アパート（1～5号棟）・870～894、
931、943～966、1009番地～
※現在欠員のため、お問い合わせは地域包括ケア推進課へ。

前川政美 494-0831 中清戸四丁目847番地中清戸アパート（6～13号棟）・907～916、
982、990～992番地

松村新一 491-3246 中清戸五丁目全域
野島與志子 493-1039 下清戸一丁目全域、三丁目全域
土屋義恵 491-5941 下清戸二丁目全域、四丁目全域、五丁目全域
新井誠子 492-0133 下宿一丁目1番地（台田団地）、二丁目466～580番地
池永和子 491-5100 下宿一丁目（1番地を除く）全域、旭が丘一丁目全域

野島芳夫 493-5367 下宿二丁目（466～580番地を除く）全域、下宿三丁目全域、旭が
丘二丁目336～338番地、旭が丘三丁目全域

岩渕博 494-1073 旭が丘二丁目1～3番地、7～10番地、286番地
中畑奈美 492-4233 旭が丘二丁目4～6番地
鈴木幸子 493-6406 旭が丘四～六丁目全域

栁原義介 090-7703-
9140 中里三丁目全域

中村千代 491-8358 中里四丁目（1296清瀬中里四丁目アパート、1323番地を除く）全域
澁谷良枝 493-1340 中里四丁目1296（清瀬中里四丁目アパート）、1323番地
杉本美恵 496-7367 中里五丁目全域・六丁目（台田団地を除く）全域
兼田則子 493-9845 中里六丁目95番地（台田団地）

■これまで地域を支えてくださった方々
　任期満了に伴い、11月30日付で下記6人の委員が退任されまし
た。ありがとうございました。【退任した委員(敬称略)】永野敬子、
芹澤正男、森田節子、丹下三枝子、大場拓子、清野恵津子

■任期満了に伴い、一斉改選が行われました
民生・児童委員の任期満了と新任期開始に伴い、12月1日から一部委員

が交代しました。民生・児童委員は、地域にお住まいの子育てに悩んでい
る方や生活に困っている方などに、相手の立ち場に立った相談に応じると
ともに、必要に応じて福祉事務所や児童相談所など各種関係機関への橋渡
しなどを行っています。

　また、不登校や児童虐待など、子どもや子育てに関する相談を専門に担
当する主任児童委員を中学校区ごとに配置しています。民生・児童委員に
は守秘義務があり、相談の内容などの秘密は固く守られますので、お気軽
にご相談ください。内容に応じて市などの関係機関を案内したり、必要な
福祉サービスを紹介します。
 問地域包括ケア推進課福祉総務係☎042-497-2056

東京都民生児童委員連合会
キャラクター「ミンジー」▶

振り込め詐欺などの
特殊詐欺被害が市内で多発中！

ご 注 意
く だ さ い

特 殊 詐 欺 を 疑 う キ ー ワ ー ド

　市内では、振り込め詐欺などの特殊詐欺被害が後を絶たず、今年の被
害は68件・約8,000万円（12月8日現在）とすでに昨年（50件・5,299万円）
を大幅に上回り、過去最多となっています。
　犯人は、市職員や警察官、金融庁職員、銀行員、百貨店の店員などを
かたり、あらゆる手口でお金やキャッシュカードをだまし取ろうとしま

す。市職員などがATMへ誘導したり、キャッシュカードの暗証番号を聞
くことは絶対にありません。少しでもおかしいと感じたら、すぐ東村山
警察署へご連絡ください。お互いに注意を呼び掛け、特殊詐欺被害を防
ぎましょう。
 問東村山警察署☎042-393-0110、防災防犯課防犯係☎042-497-1848

オレオレ詐欺 架空請求詐欺 還付金詐欺 カードすり替え詐欺
「オレだけど」

「携帯電話が変わった」
「会社の金を横領した」

「未払いがある」
「クレジットカードが使わ

れている」

「医療費・税金・保険料・
年金などの戻りがある」

キャッシュカードを新しく
するようにと自宅に来て
封筒にカードを入れさせ、
別の封筒とすり替える
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大雪に備えて、早めの対策を行いましょう！
　来年２月にかけての今冬の気温
は平年より高く、降雪量も平年並
みか少ないという予報が発表され
ています。
　しかし、一時的な強い寒気の流
れ込みにより大雪になる場合があ
りますので、さまざまな注意が必
要となります。日ごろから大雪に
対し、以下の点について備えと心
構えをしておきましょう。 問防
災防犯課防災係☎04２-497-1847
【情報を得て早めの備えを】
　天気予報で情報を入手し、大雪
の可能性がある場合は食料品や医
薬品、燃料などをあらかじめ購入
しておき、不要な外出を避けまし
ょう。

【バイクや自転車を運転しない】
　道路が滑りやすく大変危険なの
で、雪道でのバイクや自転車の運
転はやめましょう。また、自動車
を運転する際はチェーンやスタッ
ドレスなどの冬用タイヤを必ず使
用してください。
【時間に余裕を持った行動を】
　公共交通機関に運休や遅延が発
生する可能性があります。運行状
況などの情報を入手し、時間に余
裕を持って行動しましょう。
【正しい服装・歩き方を心掛けよ
う】雪道や水にぬれた床での転倒
事故が多く発生します。底が滑ら
かな靴やヒールの高い靴は避け、
歩幅を小さくし、膝を少し曲げて

足裏全体で着地するように歩きま
しょう。また、ポケットからは手
を出して歩いてください。
【除雪作業中の事故に注意！】
　除雪作業中は、転倒や雪で覆わ
れた側溝に気付かずに落下するな
どの事故が発生しかねません。除
雪作業は1人
で行わず、家
族や近隣の方
と行いましょ
う。
【農作物のパイプハウスへの対策
を】雪の重みで、農作物のパイプ
ハウスに被害が出る場合がありま
す。補強をするなどの必要な対策
を行いましょう。

＝平常業務 ＝業務時間変更・一部休業 ＝休業・休館

年末年始の市役所などの業務日程

（※）28日・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、令和元年12月
29日㈰午前0時から令和２年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）

12月 令和2年1月
28
㈯

29
㈰

30
㈪

31
㈫

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

28日の貸館は午後5時まで、入金
等業務は平常どおり。
4日の貸館は午後１時から、入金
等業務は平常どおり。

28日・4日は午後6時閉館。
入金業務は午後5時まで。

28日・4日・5日はいずれも午後5時閉館。

28日の貸館は体育館を除き午後5時まで、4日の
貸館は午後１時から、入金等業務は平常どおり。

29日・30日・3日は午後7時まで。3１日は午後
5時まで、2日は午前１１時から午後7時まで。

28日の貸館は午後5時まで。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。

（※） （※）

◆清瀬市子ども・子育て支援総合
　計画（案）について
　市では、「子ども・子育て支援法」
及び「次世代育成支援対策推進法」
に基づき、５か年を1期とする計
画を定め、子ども・子育て支援施
策を推進しています。このたび、
令和２年度から6年度を計画期間
とする「清瀬市子ども・子育て支
援総合計画（案）」を公表するとと
もに、市民の皆さまから広くご意
見 をいただくため、パブリック
コメントを実施します。
【意見を提出できる方】市内在住
・在勤・在学の方、市内に事業所
を有する個人及び法人その他団
体、この事案について直接的に利
害関係が生じると認められる方

【案の公表場所】市ホームページ、
各地域市民センター、中央・駅前
図書館、生涯学習センター、男女
共同参画センター、児童センター、
行政資料コーナー（市役所本庁舎
３階）、清瀬けやきホール、コミ
ュニティプラザひまわり、子育て
支援課【提出方法・問合せ】1２月
２３日から令和２年1月16日（必着）
までに住所・氏名など必要事項を
記入し、直接窓口または郵送、フ
ァクス、市ホームぺージ内にある
専用フォームで子育て支援課保育
・ 幼 稚 園 係Ｆ04２-49２-２41５☎
04２-497-２086へ
※住所・氏名など必要事項が明記
されていないと受け付けられません
のでご注意ください。

パブリックコメントを実施します

　市内各図書館の年末年始の開館
時間は下表のとおりです。
　年末年始休館中、資料の返却は

ご遠慮ください。ご協力をお願い
します。 
問中央図書館☎04２-49３-4３２6

　図書館　年末年始開館時間

中央 元町
こども 下宿 野塩 竹丘 駅前

12月27日㈮ 午前10時～午後5時 午 前10時
～午後7時

午前10時～
午後5時

午前10時～
午後8時

12月28日㈯ 午前10時～午後5時 午前10時～
午後6時

12月29日㈰～
令和2年1月3日㈮ 休　館　日

1月4日㈯ 午前10時～午後5時 午前10時～
午後6時

日程
館名

中央
 映画を読み、音楽を読む
　映画や音楽などのエンターテインメントは、日々の暮らしを豊かにします。せっ
かくの年末年始、いつもより時間をかけゆっくりと映画や音楽の本を読み、行間
から溢れる素晴らしい映像、美しい調べをお楽しみください。

元町
こど
も

 のせて　のって　どこへ行く？
　日本から世界へ、地球から宇宙へ、そして過去から未来へと、のりものに乗
ればどこへでも連れて行ってもらえます。魔法のほうきや空を飛ぶ鳥、電車や船、
車やロケットなど、のりものに乗って知らない世界に飛び出しましょう！

下宿
 人生を楽しむ
　毎日の生活や人生を楽しみたいと思っていらっしゃる方、今以上にもっと楽し
むコツや楽しみ方を発見してみませんか？ これからの未来を充実させ、人生を
謳歌するヒントになる本を展示します。

野塩
 美しい花の世界
　美しい花には人を引きつけて止まない魅力があり、心を癒し潤いと安らぎ、
元気を与える力があると言われています。あなたの毎日に花はありますか？ さ
まざまな花の美しい世界に触れてみてください。

竹丘
 健康のつくりかた
　時を経るごとに、心と体が変化していくことを誰も止めることはできません。
それでも年齢に負けることなく、そして決して無理をすることなく、自分にあっ
た体のつくり方、豊かな心の在り方を探してみませんか。

駅前

 IT社会を生きぬく
　ツイッター、インスタグラム、キャッシュレス、AIなど言葉は聞くけれどよく
分からない、興味はあるけどやったことはない、という人のために、ITに関わる
解説や、日常生活・ビジネスへの活用法の図書を集めました。ITでどんなこと
ができるのか、まずは手に取って読んでみてください。

　図書館では、年末年始の特別展
示として、各図書館でテーマに沿
った図書を新たに収集し、展示し
ます。年末年始の読書にご利用く
ださい。各館のテーマは下表のと
おりです。 期1２月1５日㈰～令和２
年1月３1日㈮ 問中央図書館☎04２-
49３-4３２6

図書館　特別展示コーナー

　市では、平成２9年4月より介護
予防・日常生活支援総合事業（以
下、総合事業）を実施しています。
総合事業において住民主体型通所
サービス（通所Ｂ）に位置づけられ
ているサービスを、高齢者元気回
復事業（一般介護予防事業）と併
設して実施できる団体を募集しま
す。事業内容及び募集内容などの
詳細については、市ホームページ
からご確認ください。
【募集期間】1２月16日㈪～２３日㈪
【実施期間】令和２年4月1日㈬～令
和３年３月３1日㈬までの間で週に1
回、月4回程度
問地域包括ケア推進課地域包括支
援センター☎04２-497-２08２

住民主体型通所サービス（通所Ｂ）
業務委託に係る

プロポーザルを実施
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清瀬市長

　先日、中央公園での「きよせ平和
と健康まつり」に行った時、ある幼
稚園の親子が何組か来ていて、私
の傍に寄ってきてくれました。子ど
も達が私をじっと見てくれていた
ので、３人順番に抱き上げて母親に
写真を撮ってもらいました。とても
うれしかったです。
　清瀬はいろいろなお祭りが和や
かな雰囲気でとても有難いと思い
ました。そうそう、清明小の学習
発表会での、4年生全員の「下宿囃
子」もとても感動しました。着物姿
でひょっとこのお面をかぶって踊
っている子ども達と太鼓を一生懸
命叩いている子ども達、笛はおと
なでしたが、子ども達の素直さが
伝わってきて、涙が滲んでしまい
ました。
　最初はこういう所から育ってい
って、ついには皇居前広場にたど
りつくのでしょう。11月9日の天皇
陛下御即位をお祝いする国民祭典
であの「嵐」の歌の前の第一部で、
清瀬のグループ『上和太鼓』が約３
時間太鼓を叩きまくったそうです。
凄い話ですね。
　もう一つ凄い話が東星学園小学
校です。先月３8年ぶりにローマ教
皇が来日されましたが、東京カテ
ドラル聖マリア大聖堂で行われた

「青年との集い」に、東星小の4～6
年生全員が招待され、教皇のお迎
えとお見送りのために旗を振った
そうです。
　３8年前もローマ教皇が来日され
たとき、東星と同じ系列のベトレヘ
ム病院に老衰で入院されていたポ
ルトガル人のゼノ修道士が教皇に
招かれ、日本での社会福祉貢献に
多大な称賛を受けたそうです。
　やっぱり清瀬は清らかな地、清
地、聖地ですね。柳瀬川に感謝です。
11月に郷土博物館が『柳瀬川 縄文 
ロマン展』を開催しました。３,000
年～5,000年前の縄文土器がたく
さん陳列され、２万年前の石器時代
の遺物も展示されていました。命
には水が必要です。だから、柳瀬
川周辺には２万年前から人々が住み
着いていたのでしょう。そして、命
のバトンを繰り返し繰り返し、引き
受け渡してきたのです。
　清瀬はとても尊いまちです。今
年の「第３5回私の体験・主張発表
会」で十小6年のＴ君が学習発表会
部門で『結核予防のまち 清瀬』を取
り上げ、世界医療文化遺産を目指
していると発表してくれました。
　子ども達も清瀬の尊さを実感し
始めていると思い、とても嬉しかっ
たです。

（評）冬の夜、南の空にオリオン座がのぼる。オリオンはギリシア神話の狩
人で、さそりに殺されたため、天球上反対にあるさそり座が空にある間
は決して姿を見せない。隠れんぼをしているようだ。

オリオン座さあ隠れんぼ開始だよ 二中１年　伊藤あいこ

大そうじアルバム見つけながめてる  八小３年　横井柚希
（評）今日は家族で大そうじ。たなの上からアルバムが出てきた。ぱらりと
めくると生まれたばかりの私。思わずながめていると「こら！」とママか
らお目玉。「大そうじ」古くは「すす払い」が冬の季語。

流れ星三回言えずに消えちゃった  清小 ３ 年　角南勇仁
（評）流れ星に願いごとを３回となえるとお願いがかなうと聞いた。じっと流
れ星を待って、お願いを言おうとしたけど、あっという間に消えちゃった。
お願いが長すぎたかな？　「流れ星」が秋の季語。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・細見逍子
※�今回の俳句は「第11回石田波郷俳句大会」ジ
ュニアの部から。学年は大会時。

清瀬

　11月16日・17日、コミュニテ
ィプラザひまわりで「清瀬市農業
まつり」が開催されました。16日
に行われた「農畜産物品評会」で
は３74点の農産物が出品され、審

査の結果、次の皆さんが特別賞を
受賞されました（敬称略）。表彰式
は1２月19日㈭に執り行われます。
問産業振興課産業振興係☎04２-
497-２05２

　清瀬市農業まつり「農畜産物品評会」入賞者

　市のイベントやお知らせ、防災
情報は、公式ホームページの他、
ツイッター、フェイスブックでも
発信しています。ぜひご利用くだ
さい。 問秘書広報課広報広聴係

☎04２-497-1808

清瀬市公式ＳＮＳをご利用ください

年末年始ごみ・資源物収集日程

�◆1２月３0日㈪は、可燃ごみの臨
　時収集を行います。
◆せん定枝や落ち葉は、1２月２３
　日㈪が年内最終収集日です。　
　ペットボトル置き場横に出して
　ください。
◆粗大ごみの年内収集受け付けは
　1２月２7日㈮までです。1２月２0
　日㈮からの受け付け分は、令和
　２年1月6日㈪以降の収集になり
　ます。

◆ごみ減量推進課への年内粗大ご
　みの持ち込みは、1２月２7日㈮
　午前中までです。年始の粗大ご
　みの持ち込みは、令和２年1月6
　日㈪からです。
◆�令和２年1月の不燃ごみの収集
日は、西地区は17日・３1日、
東地区は10日・２4日のいずれ
も金曜日です。
問ごみ減量推進課ごみ減量推進係
☎04２-49３-３750

日 月 火 水 木 金 土
12月

15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
可燃ごみ 古紙古布

（西地区）
容器包装
プラスチック 可燃ごみ 不燃ごみ

（西地区）落ち葉

びん・かん
（火曜地区）

びん・かん
（水曜地区）

びん・かん
（木曜地区）

古紙古布
（東地区）

枝 びん・かん
（金曜地区）

22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
可燃ごみ 古紙古布

（西地区）
容器包装
プラスチック 可燃ごみ 不燃ごみ

（東地区）落ち葉

びん・かん
（水曜地区）

びん・かん
（木曜地区）

古紙古布
（東地区）びん・かん

（火曜地区）枝 びん・かん
（金曜地区）

29日 30日 31日 令和2年1月
1日 2日 3日 4日

可燃ごみ
（臨時収集）

5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日
可燃ごみ 古紙古布

（西地区）
容器包装
プラスチック 可燃ごみ 不燃ごみ

（東地区）

枝 びん・かん
（火曜地区）

びん・かん
（水曜地区）

びん・かん
（木曜地区）

古紙古布
（東地区）
びん・かん
（金曜地区）

●西地区＝元町、中里一・二丁目、野塩、松山、竹丘、梅園�。
●東地区＝上清戸、中清戸、下清戸、下宿、旭が丘、中里三～六丁目。
●びん・かん収集地区＝火曜日地区（下宿・旭が丘・中里四～六丁目）。
　水曜日地区（元町一丁目・上清戸・中清戸・下清戸・中里五丁目の一部）。
　木曜日地区（元町二丁目・中里一～三丁目・野塩・梅園）、�金曜日地区（松山
　・竹丘）�。

受賞者氏名 品目 受賞者氏名 品目
小寺宏侑（下清戸） カブ 大川利継（旭が丘） サトイモ
松村俊夫（中里） ミカン日南 石津和幸（下清戸） カリフラワー
関重夫（中清戸） ニンジン 関直之（中清戸） カキ
小俣靖史（中里） ヤマモミジ 村野栄一（上清戸） ナス
野村浩敬（下清戸） コマツナ 松村幸一（中里） ダイコン
小寺良治（下清戸） ホウレンソウ 松村俊夫（中里） ホンコンエンシス月光
町田清実（中里） イチゴノキ 石井啓介（下清戸） バレイショ
関芳子（下清戸） ミズナ 岸一義（上清戸） キャベツ
松村美佐男（中里） キュウリ 岩田英明（旭が丘） インゲン
海老澤敏明（元町） ネギ 松村新太郎（中里） ブルーベリーサンシャ

インブルー野村浩敬（下清戸） ブロッコリー
令和元年度清瀬市農畜産物品評会
技術優秀特別表彰者 岩田英明 インゲン

申 問いずれも平日午前9時～午後
5時に、電話で男女共同参画セン
ター☎04２-495-700２へ

※いずれも保育あり（6か月～就
学前）。各先着10人。ご希望の方
は左記まで申込みください。

ソーシャル・ネットワーク・ラボ講座

清
瀬
市
公
式

ツ
イ
ッ
タ
ー

清
瀬
市
公
式

フ
ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク

　誰もが生き生きと自分らしく暮らせる清瀬を目指して、地域で取り
組んでいるさまざまな活動があります。これらの活動をより良くする
ため、いろいろな角度から学んでいきます。

～ビジョンをカタチに～　
　どんな「よい」活動も積極的・
持続的に取り組むための課題は必
ずあります。みんなで共有し、大
切にすべきことは何か。組織の運
営に必要なマネジメントについ

て、連続講座で学びます。先着
40人。 日令和２年２月1日㈯午後1
時～３時、２月２２日㈯午後1時～5
時 場男女共同参画センター 講公
益社団法人日本サードセクター経
営者協会執行理事　藤岡喜美子氏

組織マネジメント講座

①子どもの支援から見えること　
　困難な環境で生きる子どもの状
況や社会はどのように変わってき
たのか。長年取り組んできた講師
とともに考えます。�先着40人。

日令和２年1月18日㈯午後２時～4
時 場男女共同参画セ
ンター 講児童擁護施
設子供の家施設長早
川悟司氏

②子どもと発達障害　
　発達障害をはじめ、多様なニー
ズがある子どもたちを、どう理解
し、支えていけばよいのか。たく
さんの子どもや親と接してきた講

師とともに学びます。先着40
人。 日令和２年２月5日㈬午前10時
～正午 場男女共同参画センタ
ー 講発達支援サークル�で・こぼ
所属　長坂有里子氏

子どもにかかわる大人のための～シリーズ「子どもを学ぶ」

早川氏
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広
　
告
　
欄

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）

2019

to 2020

1月

8月

9月

10月

11月

12月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

　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

きよせさくらまつり2019

パラリンピック500Daysバス

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

きよせ市民まつり2019

ピース・エンジェルズ広島派遣

清瀬市総合防災訓練

第12回清瀬ひまわりフェスティバル

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
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その母親（第1子の方） 日令和2年1月
14日・21日・28日、2月4日の火曜
日午前10時～正午 場き
よせボランティア・市
民活動センター
 申 問NPO法人ウイズアイ
☎042-452-9765 Ｍinfo@
with-ai.netへ

働き方サポート講座「あなたを活か 
す 働く女性のための法律・制度」
　就業しているとき・仕事をやめる
ときに活用できる法制度をわかりや
すく紹介します。雇用側の視点も想
定したグループワークも行います。
 対女性の方。先着15人 日令和2年1
月28日㈫午前9時30分～正午 場男女
共同参画センター 講特定社会保険
労務士　八巻裕香氏 申 問12月16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）。

知って得する終活講座6 
「遺言」の書き方

　テーマは「大切な人
に残したい『遺言』の
書き方～相続法の改正
を受けて～」です。先
着35人。 日令2年1月22日㈬午後2時
～4時 場消費生活センター 講司法書
士　吉村護氏 申 問12月17日からの
平日午前9時～午後5時に電話で消
費生活センター☎042-495-6211へ
※保育あり（6か月～未就学児、先着
3人、要予約）。

映画上映と 
内田聖子さんのお話し

　映画『どうする？　日本の水道』
上映後、日本の水道の歴史を知り、
課題について考えます。先着35人。
 日令和2年1月29日㈬午後2時～4
時 場消費生活センター 講NPO法人
アジア太平洋資料センター（PARC）
共同代表　内田聖子氏 申 問12月17
日からの平日午前9時～午後5時に
電話で消費生活センター☎042-
495-6211へ
※保育あり（6か月～未就学児、先
着3人、要予約）。
「外国人おもてなし語学ボランティ 
ア」育成講座～おもてなしコース～
　令和2年（2020年）のオリンピック
・パラリンピックに向けて外国人と
のコミュニケーションに関する基礎
知識や、「おもてなし」の心を身に付
けるために映像やグループワークを
とおして学習します。 対都内在住・
在勤・在学の15歳以上（中学生を除
く）で英語による簡単な日常会話が
でき、本講座を初めて受講される方。
定員60人（応募者多数の場合は抽
選） 日令和2年2月16日㈰午後2時～5
時30分 場生涯学習センター
 申 問令和2年1月6日（消印有効）まで
に生涯学習スポーツ課で配布する申
込書（市ホームページからダウンロ
ード可）に必要事項を記入し、直接
持参またはファクス、郵
送で〒204-0021清瀬市元
町1-2-11　生涯学習スポ
ーツ課☎042-495-7001
 Ｆ042-495-7007へ

在宅医療・介護 
成年後見セミナー

　最後まで私らしく生きていくため
に「在宅医療」や「成年後見」などを
学びませんか？　先着15人。 日12

【市民伝言板利用案内】
●令和2年2月1日号掲載希望の「催し
物」の原稿は、12月16日午前8時30分か
ら令和2年1月6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

無料かきぞめ練習会▶学校のかきぞめ
を練習します。会員以外でも参加自由
です。①12月20日②12月28日いずれ
も13時～17時、①生涯学習センター
②竹丘地域市民センター、無料、楷書
・行書・かな・大渕☎090-4926-7770

きよせ10の筋トレ
　グループで行える筋力トレーニン
グの体験会と説明会を開催しま
す。 対市内在住で、週1回の運動グ
ループを立ち上げたい方。仲間づく
りをしたい方 日①令和2年1月15日
㈬②2月4日㈫いずれも午後2時～4
時 場①竹丘地域市民センター②中
清戸地域市民センター 持動きやす
い服装・タオル・飲み物など
 申 問各回の前日までに社会福祉協
議会☎042-495-5333へ
※お近くのグループの紹介もしてい
ますので、上記へお問い合わせくだ
さい。

子どもの自由研究に最適！ 
オオムラサキ飼育体験者

　市では、今年も市
民の方にオオムラサ
キを幼虫から飼育し
てもらう取り組みを実施します。
 対市内在住で生物に興味があり、
最後まで飼育をすることができる方
で、清瀬市の事業に協力でき、飼育
結果の報告書作成が可能な方（個人
・団体は問わない）。定員20組（応
募者多数の場合は抽選。結果は令和
2年1月下旬に郵送） 申 問12月15日
から令和2年1月15日（必着）までに
水と緑の環境課で配布する所定の申
込用紙（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、
郵送またはファクスで水と緑の環境
課緑と公園係☎042-497-2098 
Ｆ042-492-2415へ

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

立科山荘レイトチェックイン 
割引プラン

　金曜日から2泊以上宿泊で初日の
宿泊料が割引になります。休日の朝
一番のゲレンデを満喫しませんか？
 対金曜日から2泊以上宿泊される
方 期令和2年1月10日㈮から3月27
日㈮までの金曜日（3月20日㈮は祝
日のため前日の19日㈭が対象） 費お
とな2,860円、小学生1,700円、い
ずれも朝食付き
◆リフト券特別割引
　「白樺高原国際スキー場」または
「しらかば2in1スキー場」限定の市民
リフト券特別割引もありますので、
こちらもぜひご利用ください。
 申 問清瀬市立科山荘☎0267-51-
2300へ
※チェックイン時間は午後8時～午
後11時となります。また、連泊清
掃やアメニティーの交換はありませ
ん。市外の方の宿泊パックなど詳し
くは、電話でお問い合わせまたは立
科山荘ホームページをご覧くださ
い。

確定申告書作成会場の開設
　令和2年2月17日㈪から3月16日㈪
まで、東村山税務署に確定申告書作
成会場が開設されます。申告書の作
成や相談が必要な方は開設期間中の
午後4時までにお越しください。な
お、混雑している場合には、受け付
けを早めに締め切ることがありま
す。また、開設初日や最終日間際は
大変混雑しますので、なるべく開設
期間中の他の日をご利用ください。 
 問東村山税務署☎042-394-6811

「にせ税理士・税理士法人」 
にご注意ください

　税理士資格の無い者が税務相談、
税務書類の作成、税務代理をするこ
とは、法律で禁じられているばかり
ではなく、専門知識が欠けているな
どのために、依頼者（納税者）に不
測の事態を招く恐れもあります。税
理士は税理士証票を携帯し、税理士
バッジを着用していますので、よく
ご確認ください。 問東京税理士会
☎03-3356-4461

3010（さんまるいちまる） 
運動にご協力を

◆3010運動とは？
　宴会時の食べ残しを減らし、食品
ロスを削減する運動です。
◆どんなことをするの？
　乾杯後30分間＝席を立たずに料
理を楽しむ、お開き10分前＝自分

立科山荘ホ
ームページ

月21日㈯午後2時～4時（受付けは午
後1時30分） 場中清戸地域市民セン
ター 講北多摩クリニック院長　保
坂医師他 申 問電話で公益社団法人
成年後見支援センターヒルフェ田無
地区・川村☎050-5241-3793または
長澤☎050-1326-6603へ

新米ママと赤ちゃんの会

 対令和元年10月生まれの子どもと

の席に戻り、再度料理を楽しむ。職
場や知人との宴会時に呼びかけて、
3010運動にご協力ください。一人
一人が「もったいない」を心がけ、
美味しく宴会を楽しみながら食品ロ
スを削減しましょう。 問ごみ減量
推進課ごみ減量推進係☎042-493-
3750

償却資産の申告
　市内で事業を営んでいる方は個人
・法人を問わず、事業用として所有
する機械・器具などの資産を市に申
告することが地方税法で定められて
います。これらの事業用資産は償却
資産と呼ばれ、土地・家屋とともに
固定資産税の課税対象となります。
なお、平成28年度からマイナンバ
ーの記入が必要になりました。ご協
力をお願いします。 対令和2年1月1
日現在、市内の店舗・事務所・工場
などに、事業用として機械・器具・
備品などの償却資産を所有または賃
貸している事業者
【申告期限】令和2年1月31日㈮ま
で 問課税課固定資産税係☎042-
497-2042
※申告書は、12月中旬に送付する
予定です。届かない場合は、上記へ
お問い合わせください。

家庭でも交通ルール・交通マ 
ナーについて話し合いましょう
　家庭でも、普段から交通ルールに
ついて話し合いをすることが大切で
す。また、スマートフォンや携帯電
話の画面を見つめながらの歩行は大
変危険です。「携帯電話を操作しな
がら歩かない」「遊びながら歩かな
い」など、歩行する際の注意点も話
し合い、実践するようにしましょう。
自転車運転者も歩行者も気持ちよく
通行できるよう、皆さんで交通ルー
ルとマナーを守りましょう。 問道
路交通課交通安全係☎042-497-
2096

無料法律相談会
　東京三弁護士会多摩地区法律相談
センター主催の「無料法律相談会」
を開催します。金銭・契約トラブル、
相続・遺言、離婚などの問題でお悩
みの方に、弁護士が直接お答えしま
す。 日令和2年1月18日㈯午後1時～
4時（30分×12枠） 場生涯学習セン
ター 申12月16日午前8時30分から
直接窓口または電話で秘書広報課広
報広聴係☎042-497-1808へ 問東京
三弁護士会多摩支部☎042-548-
3800

詳しくはこ
ちら
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名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 8日㈬・15日㈬・22日㈬
午後1時～４時30分(いずれも30分×7枠)

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

秘書広報課広報広聴
係
☎0４2-４97-1808

対市内在住・在勤・
在学の方
※12月16日午前8時
30分から受け付け。

人権身の上相談 8日㈬午後1時～3時（４0分×3枠）
土地家屋調査士相談

（境界・測量・登記）23日㈭
午後1時～3時（いずれも30分×４枠）不動産取引相談

年金・労働相談 8日㈬
午前9時30分～11時30分（４0分×3枠）

司法書士相談
（登記・相続・遺言）

8日㈬
午後1時～3時30分（30分×5枠）

税務相談 15日㈬
午前9時30分～11時30分

（いずれも30分×４枠）
行政書士相談

（相続・遺言書等の手続）
行政相談 15日㈬午後1時～3時（30分×４枠）

交通事故相談 22日㈬
午後1時～3時30分（50分×3枠）

予直電防犯相談（犯罪被
害者支援なども含む）

毎週月～金曜日（水曜日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

防災防犯課防犯係
☎0４2-４97-18４8

直母子・父子・女性相談 毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

生活福祉課
☎0４2-４92-5111（代表）

直電子ども家庭相談 毎日（火曜日を除く）
午前9時～午後5時

子ども家庭支援センター
☎0４2-４95-7701

予電教育相談 毎週火～土曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

教
育
相
談

セ
ン
タ
ー

教育相談室
☎0４2-４93-3526（☎
0４2-４93-４122）
※電話予約は午前9
時から受け付け。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談
7日㈫・10日㈮・16日㈭・21日㈫・2４
日㈮・30日㈭
午前10時～午後４時

男女共同参画センター（アイ
レック）
☎0４2-４95-7002
※電話予約は平日午前8時
30分～午後5時に受け付け。
※保育あり（要予約）。
※電話による相談も可能。

一般相談（夜間） 16日㈭午後5時30分～午後9時

DV・モラハラ相談 8日㈬・9日㈭・15日㈬・23日㈭・29日
㈬午前10時～午後４時

法律相談 1４日㈫・28日㈫午後2時～４時

直電消費生活相談 毎週月～金曜日午前10時～午後４時
（正午～午後1時と祝日を除く）

消費生活センター
☎0４2-４95-6212

直清瀬・ハローワーク
就職情報室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

クレアビル
（４階） 

清瀬・ハローワーク
就職情報室
☎0４2-４9４-8609

月の1 予＝予約　直＝直接　電＝電話

★さしあげます：こたつ、チャイルドシート、「美と力」写真集、ロフトベッド付学習机セット、「若松聯隊」写真集
★ゆずってください：なし 申 問12月16日午前9時から消費生活センター☎042-495-6211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

今月開催の会議・委員会
会議・委員会名 日時 場所 問合せ 備考

第12回農業委員会 12月19日㈭
午前9時～

健 康 セン
ター

清瀬市農業委員会事務局
（産業振興課産業振興係）
☎0４2-４97-2052

傍聴希望者は
直接会場へ。

◆市（まちづくり応援基金）へ
　匿名様4件（50,000円）
◆社会福祉協議会へ
　清瀬南口商店街振興組合秋のふれ
あいまつり様（30,947円）、清瀬駅
南口清和会様（10,000円）、匿名様3
件（32,062円）
　ありがとうございました。

清瀬市議会
第4回定例会開会

　令和元年清瀬市議会第4回定例
会は、下表のとおり開会中です。
ぜひ傍聴にお越しください。

月 日 内容
12 18㈬ 本会議（最終日）

※時間は、午前10時からです。
 問議会事務局議事係☎042-497-
2567

 申 問１～２は健康推進課成人保健係☎042-497-2076、３は健康づくり推進員・村野☎042-492-2894、
４は健康推進課母子保健係☎042-497-2077へ

事業名・対象・内容など 日時 場所 申込み
　１．清瀬市生活習慣病重症化予防セミナー「気
　になる健診結果と食生活（血糖値編）」
　血糖についての知識を深め、食生活を見直して
生活習慣病とその重症化を防ぎましょう。 対市内
在住の方。先着50人 講女子栄養大学栄養クリニ
ック管理栄養士　春日千加子氏

令和2年1月17日㈮
午前10時30分～正
午

アミュー
ホール

直接窓口
または電
話で申込
み

２．健診受けていますか？　特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査
　清瀬市国民健康保険加入者・後期高齢者医療保険加入者で対象の方に順次、健康診査を
受診していただいています。健診期間は12月までです。まだ受けていない方は12月中にお受
けください。健診は毎年受けて健診結果の変化を確認することが大切です。2年に1回の方
や受けそびれてしまいまだ受けていない方は、ぜひこの機会にお受けください。また、受診
券をなくしてしまった方及び11月中に加入・転入された方などで健診受診を希望される場合
は、健康推進課成人保健係までご連絡ください。
　３．健康づくり推進員運営　いきいきハイキ
　ング約5キロ・平坦コース
　西武池袋線清瀬駅より、小山台遺跡、南沢湧
水群、黒目川を巡り、西武池袋線東久留米駅ま
で歩きます。 対日ごろから継続的に散歩などの
運動をしており医師からの運動制限がない方
 費100円（保険料・運営費など。交通費他は別途
自己負担）

12月17日㈫午前9
時25分出発（受け付
けは午前9時、雨天
中止）

集合＝清瀬駅北口連
絡通路
解散＝西武池袋線東
久留米駅
※直接集合場所へ。

４．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
　②は授乳相談ができます。 対①参加時に妊娠
20週以降の方。先着10人②生後1か月～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
交流があります）。先着5組 
※いずれも上の子どもの保育あり （未就学児、先
着４人、要予約）。

令和2年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

健康セン
ター

電話で申
込み

お正月の餅などによる 
窒息事故にご注意ください

　お餅を食べる際、お餅による窒息
事故には特に気を付けなければなり
ません。加齢とともに噛む力や飲み
込む力は衰え、食品による窒息事故
のリスクが高まります。高齢者本人
だけでなく、家族の方なども一緒に
注意していきましょう。
◆事故を防ぐポイント
　①餅は小さく切っておく②餅を食
べる前に、お茶や汁物を飲んで喉を
潤しておく③餅はよく噛んで、唾液
とよく混ぜ合わせてから飲み込む。
以上の3点を守り、楽しいお正月に
しましょう。
 問清瀬消防署☎042-491-0119

公立昭和病院 
年末年始休診などのお知らせ
　公立昭和病院では、12月28日㈯
から令和2年1月5日㈰まで、一般外
来診療を休診します。救急診療は通
常どおり行いますが、重症重篤患者
を優先的に診療します。来院の際は
あらかじめ電話でお問い合わせくだ
さい。 問公立昭和病院☎042-461-
0052（代表）

歳末カレンダー市
　さまざまな企業、事務所、個人か
ら提供いただいた令和2年のカレン

ダーや手帳など数百点が並ぶ予定で
す。1点につき100円以上の募金を
お願いしており、収益は歳末たすけ
あい募金に充てられます。ぜひ、お
越しください。 日12月21日㈯午前
10時～午後1時 場コミュニティプラ
ザひまわり 問社会福祉協議会☎
042-495-5333

　

　市では、まちづくり応援寄附金
（ふるさと納税）にご協力いただ
いた市外在住の方へ金額に応じて
返礼品を発送していますが、12
月に返礼品を拡充しました。今回
追加した返礼品は、玉川製菓㈱の
「純手焼せんべい＆味億詰め合わ
せ」、㈱ソーシンの「きよはちHON
EY TABLET」「きよはちHONEY TA
BLET＆Moisture Honey Gel」、御菓
子司　清月の「清瀬特産のはちみ

つ＆にんじんカステラセット」と
なります。 問産業振興課産業振
興係☎042-497-2052

ふるさと納税の返礼品を拡充

今回追加された返礼品

①嘱託員②会計年度任用職員を募集

【募集要項】いずれも12月16日㈪
～令和2年1月8日㈬（土・日曜日、
祝日、年末年始を除く）の午前8時
30分～午後5時に職員課で配布（市
ホームページからもダウンロード
可） 申 問いずれも 令和2年1月8日
（必着）までの平日午前8時30分～

午後5時に所定の用紙に必要事項
を記入し、資格を証明するものの
写しを添えて直接持
参または郵送で職員
課職員係☎042-497-
1843へ

①嘱託員（令和元年度採用）

職種 受験資格
※全職種共通：65歳未満（平成３１年３月３１日時点）の方 人数

学童クラブ指導員 保育士証または教員免許を有する方、もしくは2年以上児童
福祉事業に従事（常勤職員に準じた勤務）した経験のある方 若

干
名保健師 保健師の資格を有する方

保育士 保育士の資格を有する方

②会計年度任用職員（令和2年度採用）
職種 受験資格 人数

学童クラブ指導員 保育士証または教員免許を有する方、もしくは2年以上児童
福祉事業に従事（常勤職員に準じた勤務）した経験のある方 若干名

※これまで任用してきた臨時・非常勤（一部を除く）職員が、令和2年度から「会計年度
任用職員」として名称・制度が変更されます。

詳細はこち
ら

　

　5回のワークショップへのたく
さんのご参加、ありがとうござい
ました。「もっと意見交換が必要」
という声が多かった維持管理や運
営方法について、12月19日㈭の
午前10時から11時まで、「花のあ
る公園」にある家屋でお茶会形式
で話し合います。公園のイメージ
図を前に、皆さんが実際に利用し
ている風景を思い浮かべながら、
リラックスした雰囲気で行います
のでご参加をお待ちしています。

 問水と緑
の 環 境 課
緑 と 公 園
係 ☎042-
497-2098

Kiyose花のある公園プロジェクト

詳細はこち
ら

プロジェク
トのフェイ
スブック

花のある公園（仮称）
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　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。

令和元年12月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,021人 （31人減）　女　38,577人 （11人減）　計　74,598人 （42人減）
◆世帯数 （ ）内は前月比　35,701世帯（15世帯減）　※人口は、外国人住民（1,306人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

　11月10日・17日、清瀬内山運動
公園サッカー場で計19チーム・約
200人が参加し、第38回清瀬市少年
・少女サッカー大会が開催されまし
た。各部門の優勝・準優勝チームは
右表のとおりです。おめでとうござ
います。

第38回清瀬市少年・少女サッカー大会の結果

部門 優勝 準優勝
3・4年生
男子の部

六小ストライカ
ーズ（六小）

清小ビクトリー
ズ（清小）

5・6年生
男子の部

帰ってきたパッ
クンチョ！（十小
・その他）

丸ちゃんず
（六小）

女子の部 SFC女子（芝小）
清瀬キラリ
（混合）

【3・4年生男子の部優勝】
六小ストライカーズ

【5・6年生男子の部優勝】
帰ってきたパックンチョ！

【女子の部優勝】
SFC女子

　11月4日、所沢市民体育館（所沢市並木五丁目）で日本空手連盟選手権
大会・ALL JAPAN空手トーナメントが行われ、市内の誠真会館清瀬道場か
ら7人が入賞しました。おめでとうございま
す。【入賞者】写真左より、武藤恵汰さん（一
般男子・優勝）、青野岳さん（中学男子・優勝）、
青野涼さん（一般男子・3位）、福場大晴さん

（小2男子・3位）、松岡優花さん（小6女子・
準優勝）、川合ひよりさん（小6女子・3位）、
杉田真彩さん（小6女子・優勝）

日本空手連盟選手権大会・ALL JAPAN空手トーナメント
で市内の空手道場から多数入賞

　11月12日、ルネこだいら（小平市美園町
一丁目）で東村山税務署管内（清瀬市・小
平市・東村山市・東久留米市・西東京市）
の皆さんを表彰する東村山税務署主催「令
和元年度納税表彰式」が行われました。市
内からは、林田哲弥さんが税務署長表彰、
狩野徹さんが税務署長感謝状を受賞され
ました。おめでとうございます。

市内在住の2人に税務署長表彰・税務署長感謝状

左から林田さん、瀬谷市民生活部
長、知見寺税務署長、坂田教育長、

狩野さん、恩田さん

　11月25日、東京カテドラル聖マリア大
聖堂（文京区関口三丁目）で行われた「青
年との集い」に東星学園小学校の4～6年生
が招待され、38年ぶりに来日したローマ
教皇のお出迎えとお見送りをしました。

ローマ教皇が来日
東星学園小学校の4・5・6年生が「青年との集い」に参加

冬の特別イベント　ロクトロボッ
トパーク
　「ここまでできる！？」
ホビーロボットの技
術を体感！　見てび
っくり！　動かして楽
しい！作ればもっと知
りたくなる！　冬休み
だけのロボットパークで熱くなろ
う！

多摩六都科学館の催し物

  日12月21日㈯～令和2年1月7日
㈫午前9時30分～午後5時（休館日
は除く） 費入館券おとな520円、4
歳～高校生210円
 直 問多摩六都科学館☎042-469-
6100
※12月及び年末年始の休館日は、
16日㈪・23日㈪・29日㈰～令和2
年1月3日㈮です。

多摩六都科学館
ホ ー ム ペ ー ジ

①そうだじゅげむきこう
 日12月21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】雷門音助（独演
会）、三遊亭金かん
②歌って健康！　歌声サロン
 日令 和2年1月29日㈬午 後2時 ～4時

（チケットの販売は午後1時30分～）
 費1，000円（全席自由） 講杉山公章氏
③講座おけいこアロマ「はじめてアロ
　マ」
　先着12人。日令和2年1月15日㈬午
後2時 ～3時30分 費1,500円 講西 脇 直
子氏
④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。 日令和2年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
⑤講座「健康タオル体操」
　先着12人。 日令和2年1月17日㈮午
後2時～3時 費500円 講岡﨑彩音氏
⑥講座「ベビーマッサージ教室」
 対2か月～ハイハイ前までの赤ちゃん
とその保護者。先着10組 日令和2年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 
⑦講座「写経教室1月～3月」
　各曜日先着18人。 日月曜教室＝令
和2年1月27日、2月3日、3月2日、 木
曜教室＝令和2年1月23日、2月6日、3
月5日いずれも午前10時～正午 費全3
回3,000円（用紙代別途）
 講横田游心氏
 申 問②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

①クリスマスコンサート開催！　すて
　きな思い出を皆様に！
　スペシャルゲストに「ドイツ・ケル
ン放送交響楽団・コンサートミストレ
ス“荻原尚子”」を迎えて1親子クリス
マスコンサート2弦楽と歌によるクリ
スマスコンサートを開催します。いず
れも先着50人。 日12月22日㈰1午前
11時～正午2午後3時～5時 費11家族
1,000円2一般2,500円・高校生以下
1,500円（2のみ当日券500円増）
【演奏者】高田剛志・高田真生・荻原
尚子・早川萌音
②新春囲碁大会
　原則4局対局のトーナメント戦で
す。 日令和2年1月9日㈭午前9時30分
～（受け付け午前9時） 費1,000円（昼食
付き）【申込締切】12月26日㈭
③清瀬市在住7人のアート展
　観覧自由。 日12月22日㈰午前9時～
午後3時【出展者】松井淳子（彫刻家）、
伊藤真穂（木工人形作家）、磯村茂（彫刻
家）、磯村千夏（画家・油絵）、大森由依
（画家・パステル画）、鈴木久乃（画家・
水彩画）、今井幸子（絵付け作家・ヨー
ロピアン陶器） 申 問③は直
接会場へ、①②は電話でコ
ミュニティプラザひまわり
☎042-495-5100へ（①は竹
丘・中清戸・中里各地域市
民センターでも受け付け）

◆無料パソコン教室（Windows10）・
　無料タブレット・スマホ基礎教室　
　（iPad使用）
 対パソコン（Windows10）、タブレッ
ト・スマホが初めてまたは初級の方（シ
ニア大歓迎）。各先着10人 日パソコン
＝令和2年1月11日・18日・25日の土
曜日午前10時～正午（全3回）、タブレ
ット・スマホ＝12月19日、令和2年1
月16日の木曜日いずれも午前10時～
午後0時15分 申 問直接窓口または電話
で友遊（NPO法人情報労連東京福祉セ
ンター）☎042-497-8500へ

の催し物
清瀬けやきホール

の催し物
コミュニティプラザひまわり

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

コミュニテ
ィプラザひ
まわりホー
ムページ

38年ぶりに来日したローマ教皇（中
央）と東星学園小学校の児童たち（後）

医療券（気管支ぜん息）の更新を忘れずに
～大気汚染医療費助成制度～

　都内に1年（3歳未満は6か月）以
上在住の18歳未満で気管支ぜん
息等に罹

り か ん

患しているなど、要件を
満たす方に対して、認定疾病に係
る医療費（保険適用後の自己負担
分）を助成しています。有効期間
満了後も引き続き助成を受けるた
めには更新手続きが必要です。有
効期間満了の1か月前を目安に健
康推進課の窓口で手続きをしてく
ださい。もも色の医療券をお持ち
の方は、有効期間満了までに更新

手続きを行わない場合、資格喪失
となり再度認定を受けられなくな
ります。
 問健康推進課母子保健係☎042-
497-2077、東京都福祉保健局環
境保健衛生課☎03-5320-4491

医
療
券
の
見
本

①クリスマス・コンサート
　クラシックの生演奏を楽しみませんか？　指揮
者体験もあります。先着50人。 日12月22日㈰午後
1時30分～【演奏】柴香苗氏（指揮）・ミラベル室内
アンサンブル・シバ ストリング アンサンブル
②ミュージアム・シアター「新着フィルム特集6」
　16ミリフィルムによる上映です。「大仏をつくる―奈良時代―」（上映
時間20分）、「法隆寺献納宝物」（上映時間21分）。先着50人。
 日12月26日㈭午後1時30分～
 場 直 問いずれも郷土博物館☎042-493-8585

郷土博物館からのお知らせ

入賞された皆さん

　投票参加など選挙への関心を高め、明
るい選挙を実現することを目的に「2019
年度東京都明るい選挙ポスターコンクー
ル」が開催され、東京都の応募総数20,907
点のなかから鈴木のえるさん（二中・3年）
の作品が優秀賞を受賞しました。
　おめでとうございます。

2019年度東京都明るい選挙ポスターコンクールで
二中3年生の鈴木のえるさんが東京都優秀賞を受賞

受賞作品と鈴木のえるさん


