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　山梨の味噌屋さん“五味醤油の
発酵兄妹”に発酵のお話を聞いて、
一緒に「こうじのうた」を歌って、
踊って、味噌づくりに挑戦しよ
う！  対小学生以上（小学3年生以
下は保護者同伴）。各回定員30人

（応募者多数の場合は抽選） 日11
月16日㈯午前10時～正午、午後2
時～4時 費1,500円（材料費）と入
館券おとな520円・4歳～高校生
210円 申 問11月5日（必着）までに
多摩六都科学館ホームページにあ

多摩六都科学館の催し物 多摩六都
科学館ホ
ームページ

受験生チャレンジ支援貸付
　一定所得以下の世帯に、受験費用
の貸付けを無利子で行います。なお、
高校・大学などに入学後、申請によ
り返済（償還）が免除されることが
あります。 対中学3年生・高校3年
生の方またはこれに準ずる方で平成
31年4月時点で20歳未満の方
 【貸付内容】塾代＝上限200,000円

（家庭教師は対象外）、高校受験料＝
上限27,400円、大学等受験料＝上限
80,000円 申 問令 和2年1月31日（ 土
・日曜日、祝日を除く午前9時～正午、
午後1時～4時）までに電話で生活福
祉課庶務係☎042-497-2058へ
※事前に電話で問い合わせが必要で
す。また、初回相談日に申請するこ
とはできません。

下水道使用料の消費税率について
　消費税率及び地方消費税率の10
㌫への引き上げに伴い、市下水道使
用料も新税率に改定します。新税率
は、令和元年12月分として算定す
る使用料から適用します。 問下水
道課庶務係☎042-497-2531

野良猫・飼い猫対策セミナー
　猫にまつわる問題についてさまざ
まな視点で考えてみませんか。
 対猫の問題でお困りの方、地域猫
活動に関心のある方。先着40人
 日11月16日㈯午後1時30分～4時30
分 場健康センター 講地域猫活動ア
ドバイザー　石森信雄氏 直 問水と
緑の環境課環境衛生係☎042-497-
2099

①長編ドキュメンタリー映画「ひめゆ
　り」
　各回先着30人。 日11月23日㈯①午
前9時30分～②午後1時～③午後4時～

（開場は15分前） 費一般1,000円・友の
会700円・シルバー（65歳以上、要証明）
800円・学生600円・障害者割引700
円（要障害者手帳）
②そうだじゅげむきこう
 日11月16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】古今亭志ん五（独
演会）、三遊亭ぐんま
③歌って健康！ 歌声サロン
 日11月5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」
　ハーブバスソルトで手浴体験。先着
12人。 日11月6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
　各クラス先着16人。 日11月19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
15人。 日11月29日㈮午後2時～3時
 費1回500円 講岡﨑彩音氏
⑦講座「フラワーアレンジメント」
　各回先着8人。 日生花＝①11月30日
㈯②12月27日㈮、プリザーブドフラワ
ー＝③12月14日㈯いずれも午前9時30
分～11時30分 費①3,300円②③3,500円

（①②は器代別途500円かかります） 講福
井ひろ子氏
⑧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11月8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
 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
清瀬けやきホール

る応募フォームまたははがきにイ
ベント名・開催日・希望時間・氏
名（ふりがな）・年齢（学年）・郵
便番号・住所・電話番号を記入し、
〒188-0014西 東 京 市 芝 久 保 町
5-10-64　多摩六都科学館☎042-
469-6100へ
※保護者が味噌づくりに参加する
場合は申込みが必要です。
※当選者のみ参加券を送付します。
※11月の休館日は、5日㈫・11日
㈪・18日㈪・25日㈪です。

の催し物
コミュニティプラザひまわり

①発酵パワー学ぶ＆造る  第8回「ヘル
　シーな！ 焼きカレーパン」
　先着17人。 日11月23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）
②第7回ひまわりマルシェ発表会出演団
　体募集
　15分程度の発表です。 対市内で活
動しているダンスチームや音楽活動を
している団体。定員12団体（応募多数

の場合は抽選） 日12月1日㈰午前10時
～午後2時
③第7回ひまわりマルシェ新規出店者
　募集
 対手作り雑貨、飲食、キッチンカー
の新規の方（趣旨に賛同いただいた方
のみ出店可） 日12月1日㈰午前9時～午
後3時（雨天の場合は縮小開催） 費下記
問い合わせ先へ
 申 問いずれも（②③は11
月16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へ

コミュニティ
プラザひまわ
りホームペー
ジ

■ 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

令和元年度第２回清瀬市史
編さん委員会

11月11日㈪
午後２時～

市役所本
庁舎

市史編さん室市史係
☎04２-497-1813 傍聴希望

者は直接
会場へ。

令和元年度第２回清瀬市高
齢者保健福祉計画（介護保険
事業計画）評価策定委員会

11月13日㈬
午後6時～

健康セン
ター

高齢支援課管理係
☎04２-497-２079

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

都営住宅入居者

 対抽選方式＝家族向け・単身者向
け（世帯向け、若年夫婦・子育て世
帯向け、居室内で病死などがあった
住宅） 【募集案内の配布期間】11月5
日㈫～13日㈬ 【申込み締切日】11月
18日㈪（必着）
 【募集案内の配布場所・時間】市役
所1階案内、生活福祉課、高齢支援
課、子育て支援課、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、祝日は市役所夜
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）☎0570-010-810

（申込期間内）、☎03-3498-8894（申
込期間外）

ボッチャ練習会参加者
　12月7日㈯に開催する「多摩六都
カップ」に向けて、練習会を行いま
す。 先 着50人。 日11月9日 ㈯ 午 前
10時～11時30分（受け付けは午前9
時30分） 場ひだまりの里きよせ（梅
園三丁目） 講山崎靖之氏 申 問11月8
日（平日午前9時～午後5時）までに
電話で相談支援センターひだまり☎
042-497-8882へ

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＝11月5日㈫午後1時

30分～、研修会＝11月11日㈪午後1
時30分～ 問シルバー人材センター
☎042-494-0903

柳泉園組合職員
 【職種・人数】一般職・若干名
 【受験資格】昭和60年4月2日以降に
生まれ、学校教育法による大学、専
門学校または高等学校を卒業か令和
2年3月に卒業見込みの方
 【試験日】12月8日㈰ 【採用日】令和2
年4月1日㈬ 申 問11月5日
～22日に本人が直接持参
で柳泉園組合☎042-470-
1545へ
※詳しくは右記ホームペ
ージをご覧ください。

活動グループの仲間
　令和2年3月28日㈯に開催する「シ
ニアのためのマッチング・地域デビ
ュー」イベントに参加する団体を募
集します。 【説明会日時】①11月13
日㈬②20日㈬いずれも午前10時～
11時30分 場①信愛の園（梅園二丁
目）②生涯学習センター 申 問きよせ
ボランティア・市民活動センター☎
042-491-9027へ

介護予防活動団体育成事業の 
活動資金支援補助

　令和元年度中に清瀬市で実施する
介護予防活動について補助しま
す。 申 問11月29日までに申請書（社
会福祉協議会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、 〒204-
0011下清戸1-212-4　社
会福祉協議会☎042-495-
5333へ
※詳しくは右記ホームペ
ージをご覧ください。

運転免許に関する 
「休日家族相談会」

　高齢ドライバーやその家族を対象
にした相談会を開催します。加齢に
伴う身体機能の低下などについて医
師などが相談に応じます。また、俊
敏性測定や免許返納時の特典に関す
るコーナーなども同時開催しま
す。 日11月24日㈰午前10時～午後3
時 場警視庁鮫洲運転免許試験場（品
川区東大井一丁目） 問都民安全推進
本部交通安全課☎03-5388-3125

秋の火災予防運動
　秋の火災予防運動を11月9日㈯か
ら15日㈮まで実施します。期間中、
清瀬消防署では地域の皆さんへの訪
問アンケートなどを行う「防火防災
診断」を実施します。簡単に参加で
きる防災訓練も実施しますので、ぜ
ひご参加ください。 問清瀬消防署
☎042-491-0119

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11月27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

高次脳機能障害者家族会 
「絆」定例会

　高次脳機能障害のある方や家族同
士で意見交換、困りごと相談を行い
ます。 対北多摩北部5市在住の高次脳
機能障害のある方や家族 日11月9日
㈯午後1時30分～3時 場西東京市障害
者総合支援センター（西東京市田無町
四丁目） 申 問リハビリデイサービス
リスタート・篠田☎042-446-7778へ

ろくと食と農シリーズ
発酵兄妹と歌って味噌づくり！

社 会 福 祉
協議会ホー
ムページは
こちら

柳泉園組合
ホームペー
ジはこちら


