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　もし私たちの住む街で地震や
洪水が起きたらどうする？ 避
難所のことや、街の防災の取り
組みを専門家に直接教えてもら
おう。避難所体験スペースの他、
令和元年度「多摩北部広域子ど
も体験塾」参加者による防災技
術の紹介などを行う成果発表会
と同時開催します。 日12月14

多摩六都科学館の催し物 多摩六都
科学館ホ
ームページ

公共下水道への接続のお願い
　現在、市内のほぼ全域で公共下水
道（汚水）の利用ができますが、まだ
公共下水道への切り替えが行われて
いない住宅があります。下水道法で
は公共下水道が利用できるようにな
ってからは、遅滞なく汲み取り便所
や浄化槽を改造し、公共下水道へ接
続することが義務付けられています
ので、早い時期に公共下水道への切
り替えをお願いします。 問下水道課
施設計画係☎042-497-2532
取壊しや用途変更を行った家屋

　固定資産税は賦課期日（1月1日）
の時点で所有する土地や家屋などに
課税されます。家屋を取り壊したり
改装などで用途が変更になったりし
た場合は、必ず下記へご連絡くださ
い。 問課税課固定資産税係☎042-
497-2042

STOP！電気ストーブ火災
　ストーブや電気ヒーターなどの暖

①コヴェントガーデン・ソロイスツ（英
　国・ロイヤルオペラハウス弦楽合奏
　団）
 日12月7日㈯午後4時～（開場は午後3
時30分） 費一般3,500円、友の会3,000
円、 シ ル バ ー（65歳 以 上・ 要 証 明 ）
3,300円、学生2,000円、障害者2,000
円（要障害者手帳。本人・付き添い1
人2,000円）、ペア6,500円（全席指定
・未就学児入場不可）
②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
③歌って健康！ 歌声サロン
 日12月11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「香りで楽しむ
　クリスマス」
　キャンドルプレートをデコレーショ
ンで仕上げます。先着12人。 日12月2
日㈪午後2時～3時30分 費1,500円
 講西脇直子氏
⑤講座「健康タオル体操」
　簡単なストレッチ体操です。先着

15人。 日12月13日㈮午後2時～3時
 費1回500円 講岡﨑彩音氏
⑥絵本deリトミック「ハッピーメリー
　クリスマス」
　各クラス先着16人。 日12月17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
⑦講座「フラワーアレンジメント」
　各回先着8人。 日生花＝12月27日㈮
午前9時30分～11時30分 費3,500円（器
代別途） 講福井ひろ子氏
⑧講座「ベビーオイルマッサージ教室」
 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12月6日㈮午前
10時30分～正午 費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
 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新春囲碁大会
　原則4局対局のトーナメント戦で

の催し物
清瀬けやきホール

日㈯・15日㈰午前10時30分～
午後3時（正午～午後1時30分は
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、2日 ㈪・9日 ㈪・16日 ㈪・
23日㈪・29日㈰～令和2年1月3
日㈮です。

す。 日令和2年1月9日㈭午前9時30分
～（受け付けは午前9時） 費1,000（昼食
付き）
②弦楽と歌によるクリスマスコンサート
　「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」をお迎
えして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
 【演奏者】高田剛志、高田真生、荻原
尚子、早川萌音
③清瀬市で活躍している芸術家のアー
　ト展
　入退場自由です。 日12月22日㈰午
前9時～午後3時  【出展者】伊藤真穂（木
工人形作家）、磯村茂（彫刻家）、磯村

千夏（画家・油絵）、大森結依（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）、松井淳子（彫刻）
④発酵パワー学ぶ＆造る  第9回「イタ
　リアのクリスマスパン パネトーネ」
　先着17人。 日12月21日㈯午前10時
～午後0時30分 持エプロン・三角巾・
ふきん3枚 費2,000円（材料費） 講発酵
アドバイザープロフェッショナル　髙
田妃出美氏
 申 問③は直接会場へ。①は12月26日
までに直接窓口または電
話でコミュニティプラザ
ひまわり☎042-495-5100

（②は竹丘・中清戸・中里
地域市民センターでも受
け付け可）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

清瀬市高齢者住宅入居者
　シルバーハイツこぶし（野塩四丁
目）、シルバーピアみずき（野塩四
丁目）いずれも各1戸で1DKの2階で
す。 対次の条件を全て満たす方。
①65歳以上（申込み時点）②市内在
住2年以上（申込み時点）③収入が基
準内である④住宅に困っている⑤自
立して生活できる⑥暴力団員ではな
い 【申込み期間】12月2日㈪～9日㈪
 持印鑑 申 問直接高齢支援課高齢福
祉係☎042-497-2081へ
※入居は4月以降の予定です。

都民住宅入居者
　抽選方式です。 対中堅所得者層

（礼金・仲介手数料・更新料なし）
【募集案内の配布期間】12月2日㈪～
10日㈫ 【申込み締切日】12月13日㈮

（必着）
 【募集案内の配布場所・時間】市役
所1階案内、まちづくり課、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・日曜日は市役所夜間受付で配
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）☎03-3498-8894
※先着順の募集もありま
す。右記ホームページま
たは直接上記問い合わせ
先へ申込みください。

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＝12月2日㈪午後1時
30分～、研修会＝12月9日㈪午後1
時30分～ 問シルバー人材センター
☎042-494-0903

房器具が原因となる火災が増加する
季節となりました。
◆電気ストーブ火災を防ぐポイント
　①外出・寝る前には必ず電源を切
る②燃えやすいものは近くに置かな
い③ストーブの上に洗濯物を干さな
い④使用しない時は電源プラグをコ
ンセントから抜く⑤電源プラグやコ
ードが傷んでいたら使用しない⑥使
用前に取扱説明書をよく読む
 問清瀬消防署☎042-491-0119

きよせにんじんジャム 
2倍ポイントシールの実施

　「きよせにんじんジャム」をご利
用いただいている方に感謝の気持ち
を込めて、にんじんジャムを1個お
買い求めいただくごとに、ポイント
シールを2枚差し上げます（通常は1
枚）。10枚集めると、にんじんジャ
ムを1個プレゼント！ 取扱店は、オ
レンジ色の旗が目印です。
 【キャンペー
ン期間】12月1
日㈰～25日㈬
 問清瀬商工会
☎ 042 -491 -
6648

多摩六都科学館組合競争入札 
参加資格審査の申請受付

　令和2・3・4年度の多摩六都科学
館組合が発注する工事請負、物品供
給、業務委託などの取引を希望する
方の申請を受け付けます。
 【受付期間】令和2年2月7
日㈮まで 問多摩六都科
学館組合管理課☎042-
469-6982
※詳しくは、右記ホーム
ページをご覧ください。

歳末たすけあい運動
　12月1日から歳末たすけあい運動
が始まります。この募金は市内の地

令和元年度子ども体験塾成果発表会
「みんな集まれ！たまろく防災ひろば」

域福祉事業に配分されます。ご協力
をお願いいたします。 問社会福祉
協議会☎042-495-5333

福祉法律専門相談
　相続、遺言、財産や生活上の困り
ごとなど、法律的な対応や問題整理
に弁護士が無料で相談に応じま
す。 日12月25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

サラリーマンのための 
確定申告休日無料相談会

　東京税理士会東村山支部による確
定申告の相談会（医療費控除・住宅
ローン控除など）を行います。 対確
定申告書を提出されるサラリーマン
の方 日令和2年1月18日㈯・19日㈰
・25日㈯・26日㈰ 場東京税理士会
東 村 山 支 部（ 東 村 山 市 本 町 一 丁
目） 申 問東京税理士会東村山支部ホ
ームページにある申込書に必要事項
を記入し、ファクスまたは郵送で〒
189-0014 東 村 山 市 本 町1-20-27-
201Ｆ 042-394-8115 ☎ 042-394-
7038へ

東京における都市計画道路の 
在り方に関する基本方針策定

　東京都と特別区及び26市2町は、
優先整備路線等を除く未着手の都市
計画道路について、協働で調査検討
を進め、都市計画道路の見直しに関
する検証手法や個々の路線の計画変
更等の対応方針を示す基本方針を取
りまとめました。基本方針は、東京
都都市整備局ホームページ・都民情
報ルーム（都庁第一本庁舎3階）及び
各区市町のホームページ・各区市町
の窓口でご覧になれます。
 問東京都庁都市整備局都市基盤部 
街路計画課☎03-5388-3379

JKK東京ホ
ームページ
はこちら

■ 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

第4回清瀬市立学校の適正規
模・適正配置に関する基本方
針検討委員会

12月18日㈬
午前9時30分～

中清戸地
域市民セ
ンター

教育総務課庶務係
☎042-497-2537

傍聴希望者
は直接会場
へ。

家族介護者教室～コツさえ 
わかればこんなに楽になる！～

　理学療法士に安全な移乗介助を学
びます。 対家族介護者、介護を受
けている方、ケアマネジャー、ボラ
ンティアの方など。先着40人 日12
月4日㈬午前9時30分～11時30分
 場生涯学習センター 講理学療法士、
福祉用具専門相談員 申 問地域包括
ケア推進課地域包括支援センター☎
042-497-2082へ

多 摩 六 都
科学館組合
ホームペー
ジはこちら


