
7市報令和元年（2019年）10月15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

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 6日㈬・13日㈬・20日㈬・27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
※10月15日午前8時
30分から受け付け。

人権身の上相談 6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）7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 13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）

13日㈬
午後1時～3時30分（30分×5枠）

税務相談 20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 20日㈬午後1時～3時（30分×４枠）

交通事故相談 27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
5日㈫・7日㈭・8日㈮・19日㈫・21日
㈭・22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） 21日㈭午後5時30分～午後9時

DV・モラハラ相談 6日㈬・13日㈬・1４日㈭・20日㈬・28
日㈭午前10時～午後４時

法律相談 12日㈫・26日㈫午後2時～４時
しごと相談 1日㈮・29日㈮午前10時～午後3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11 予＝予約　直＝直接　電＝電話

◆市（まちづくり応援基金）へ
　匿名様3件（50,000円）
◆社会福祉協議会へ
　旭が丘地区福祉員一同様（39,071
円）、清瀬南口商店街振興組合ふれ
あいロード夏まつり様（33,549円）
　ありがとうございました。

11月5日㈫は祝日の翌日ですが、次の地区でびん・かんの収集を行います。下宿、旭が丘、中里四丁目～六丁目
 問ごみ減量推進課ごみ減量推進係☎042-493-3750

11月のびん・かん
収集について

 申 問1～６は健康推進課成人保健係☎042-497-2076、７は健康づくり推進員・村野☎042-492-2894、
８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．らくうまヘルシークッキング～食べやすい料
　理を作るコツ！～
　食事ケアについて学びながらヘルシーで食べや
すくおいしい料理を作ってみませんか？
 対高齢期の食事ケアに関心のある市民の方。先着
20人 費600円（調理実習費） 講栄養士　松村信子
氏

11月28日㈭午前10
時～午後1時 健

康
セ
ン
タ
ー

直接窓口
または電
話で申込
み

　２．ビューティーアップ教室（実技編・女性限定）
　AGEs（老化物質のひとつ）測定を行います。
対市内在住の18歳～59歳の女性。先着30人
※保育あり（満1歳～未就学児、先着15人、要
予約）。

11月29日㈮午前10
時～正午（受付時間：
保 育 利 用 者＝9時
30分、その他＝午
前9時４5分）

10月15日
から直接
窓口また
は電話で
申込み

　３．おなかスッキリエクササイズ　
　おなかまわりや背中、腰まわりのエクササイズ
でゆがみを解消します。 対市内在住の方。先着４5
人 講健康運動指導士　八木香氏

11月22日㈮
午後1時30分～3時
20分

竹 丘 地
域 市 民
センター

　４．①国民健康保険②後期高齢者医療保険健
　康測定会～体組成と血管年齢を測ってみません
　か～
　測定結果などから、健康管理の秘訣を確認！
 対①は清瀬市国民健康保険、②は後期高齢者医
療保険に加入している方。いずれも各日先着４0人

①11月14日㈭、12月
19日㈭②11月15日
㈮、12月18日 ㈬ い
ずれも午前9時30
分～午後3時30分

健 康 セ
ンター

直接窓口
または電
話で申込
み

　５．きよせ健幸塾　伸ばそう！健幸寿命「歩く　
　バランス＆ウォーキングエクササイズ」
　セーフティーウォーキングによる歩き方測定＆実
践運動セミナー・肺年齢測定・脳年齢測定・AGEs
測定を行います。 対市内在住の方。先着80人

11月16日㈯午前9
時30分 ～11時15
分、午前11時～午
後0時45分

アミュー
ホール

10月15日
から直接
窓口また
は電話で
申込み

６．特定健康診査・後期高齢者医療健康診査
 対清瀬市国民健康保険加入者で４0歳以上の2・3
月生まれの方、及び後期高齢者医療保険加入者で
2・3月生まれの方

受診月＝11月
対象の方には10月中旬に受診案内や受
診券を送付します。詳しくは送付する案
内をご覧ください。

　７．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
　西武国分寺線国分寺駅より、都立殿ヶ谷戸庭園、
真姿の池湧水群、武蔵国分寺跡、武蔵国分尼寺
跡を巡ります。 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）

10月22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＝JR中央線西
国分寺駅
※直接集合場所へ。

８．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 （就学前まで、
先着４人、要予約）。

11月18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

１0月２２日㈫の 
市役所業務について

　10月22日㈫は「即位礼正殿の儀」
のため、市役所業務はお休みとなり
ます。なお、図書館や児童館などの
開館状況については、各施設へお問
い合わせください。 問総務課庶務
係☎042-492-5111（代表）

人権擁護委員に丹羽氏再任
　10月1日付で丹羽英明氏が人権擁
護委員に再任されました。人権擁護
委員は地域住民で、人権擁護に理解
のある方を市長が推薦し、議会の同
意を得て法務大臣が委嘱します。当
市の人権擁護委員は、丹羽氏（竹丘
二丁目）の他、池田厚子氏（中清戸
一丁目）、三浦廣三氏（松山一丁目）、
牧井任子氏（梅園二丁目）の4人で、
10月を除く毎月第1水曜日の午後に
行われている市民相談「人権身の上
相談」（予約制）において、市民の皆
様のよき相談相手として務めていた
だいています。 問秘書広報課広報
広聴係☎042-497-1808

自動交付機の利用停止について
　システムメンテナンスのため下記
の日程で自動交付機が利用できませ
ん。ご迷惑をおかけしますが、ご理
解・ご協力をお願いします。
【利用停止日時】10月21日㈪終日
【設置場所】市役所本庁舎 問市民課
住民係☎042-497-2037
※10月22日㈫は祝日のため市役所
に設置されている自動交付機は利用
できません。

神山公園の芝生広場を一時閉鎖
　寒さに強い芝生を育てるため、神
山公園の芝生広場を下記の期間、閉
鎖します。ロープで広場を囲うため、
通行もできなくなります。ご理解・
ご協力をお願いします。なお、広場
以外の遊具、バスケットコートなど
はご利用いただけます。 期10月16
日㈬～11月5日㈫ 問水と緑の環境課
緑と公園係☎042-497-2098

年末調整等説明会
　令和元年分年末調整、法定調書な
どの作成について説明します。

 対給与の支払者 日10月30日㈬午後
1時15分～3時15分（説明会に使用
する用紙の配布は午後0時45分か
ら） 場アミューホール 直 問東村山税
務署☎042-394-6811または課税課
市民税係☎042-497-2040
「特定生産緑地制度」・「都市農地の
貸借の円滑化に関する法律」勉強会

 対生産緑地を所有する農業者 日①
10月21日㈪②10月24日㈭いずれも
午後2時～4時 場①コミュニティプ
ラザひまわり②JA東京みらい清瀬
支店（中里三丁目） 講一般社団法人
東京都農業会議　松澤龍人氏
 直 問産業振興課産業振興係☎042-
497-2052
※①は駐車場に限りがあります。②
は車でのご来場はご遠慮ください。

街路灯電気料の助成
　自治会などで設置している街路灯
の電気料（3～9月分）の補助申請を
受け付けます。市に届出をされてい
る代表の方に申請書を送付します。
申請書が届かない方や新たに申請す
る方は下記へご連絡ください。
 申 問11月5日までに直接道路交通課
交通安全係☎042-497-2096へ

立科山荘サービス企画
　立科山荘では、下記の期間に宿泊
された方に、1泊2食付プランの料
金をおとな1,000円、小学生500円
を割引します。 期11月1日㈮～30日
㈯ 申 問清瀬市立科山荘☎0267-51-
2300へ
※団体割引との併用は不可（清瀬市
国民健康保険または後期高齢者医療
保険の保養宿泊施設利用券との併用
は可）。支払いは現金のみ。

シルバー人材センター出張説明会
　出張型の入会説明会を開催しま
す。会員登録いただいた方にはもれ
なく粗品を贈呈！　なお、入会には
研修会の受講が必須です。 対市内
在住の原則60歳以上の健康で働く
意欲のある方（就業先多数あり）
 日①説明会＝10月29日㈫午後1時
30分～、②研修会＝11月11日㈪午
後1時30分～ 場①中清戸地域市民セ
ンター②シルバー人材センター（松
山三丁目） 直 問シルバー人材センタ
ー☎042-494-0903

★さしあげます：小型・中型犬用ケージ、五月人形（ガラスケース入り）、半畳畳他　★ゆずってください：碁石・碁盤
 申 問10月15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10回農業委員会 10月23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。

清瀬市地域福祉推進協議会 10月30日㈬
午後7時～

地域包括ケア推進課福祉
総務係☎0４2-４97-2056

令和元年度第４回清瀬市子ど
も・子育て会議

10月31日㈭午
後3時30分～

児 童 セン
ター

子育て支援課保育・幼稚
園係☎0４2-４97-2086

福祉法律専門相談
　相続や遺言、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10月23日㈬午前10時～正
午 場コミュニティプラザひまわ
り 申 問電話で権利擁護センターあ
いねっと☎042-495-5573へ


