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　いつも着ている衣服はどのよう
にできているのかな？ 生きもの
からとれた繊維が、糸になり布に
なるまでを体験しながらたどって
みましょう。 日10月12日㈯～11
月4日㈪午前9時30分～午後5時

多摩六都科学館の催し物 多摩六都
科学館ホ
ームページ

特設総合相談
　10月7日からの行政相談週間の期
間に合わせ、市では「特設総合相談」
を開催し、無料の相談会を行います。
被害が増加するオレオレ詐欺などの
防犯相談も同時に開催します。予約
優先ですが、当日も受け付け可。
 日10月16日㈬午前10時～午後4時

（防犯相談は正午まで） 場アミュー
ホール 申 問秘書広報課広報広聴係
☎042-497-1808へ

清瀬市高齢者ふれあい 
ネットワーク事業講演会

　「いつまでも安全に運転するため
に」をテーマに講演会を開催します。
先 着40人。 日10月23日 ㈬ 午 後2時
～3時15分（受け付けは午後1時30
分） 場信愛の園（梅園二丁目） 講東村
山警察署交通課職員 直 問地域包括
ケア推進課地域包括支援センター☎
042-497-2082

令和２年度入学予定の児童・ 
生徒新入学準備金の入学前支給

　市内に住民登録があり、令和2年
度に公立小・中学校に入学する児童
・生徒の保護者に、新入学準備金（就
学援助費）の支給を入学前に予定し
ています（収入審査あり）。申請の
お知らせは、新小学1年生は9月上
旬に送付する「就学時健康診断のご
案内」に同封し、新中学1年生は平
成31年4月に学校を通じてお知らせ
を配布しています。 【申請期間】10
月1日㈫～11月29日㈮まで 申 問教
育総務課学務係☎042-497-2539へ

経済センサス－基礎調査
　令和2年3月まで全国のすべての
民営事業所を対象として、「経済セ
ンサス－基礎調査」を実施していま
す。調査員証を携帯した調査員が外
観などから、事業所の名称・所在地
・活動状況を確認します。また、新

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10月26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】古今亭始、立川笑二
③歌って健康！ 歌声サロン
 日10月28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」
　香りのクラフト。先着12人。 日10
月8日 ㈫ 午 後2時 ～3時30分 費1,500
円 講西脇直子氏
⑤講座「写経教室10月～12月」
　各曜日先着18人。 日月曜教室＝10

月28日・11月11日・12月9日、 木 曜
教 室 ＝10月17日・11月14日・12月5
日いずれも午前10時～正午 費全3回
3,000円（用紙代別） 講横田游心氏
⑥絵本deリトミック
　各クラス先着16人。 日10月29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「健康タオル体操」
　 先 着15人。 日10月4日 ㈮、11月29
日㈮午後2時～3時 費1回500円 講岡﨑
彩音氏
⑧講座「フラワーアレンジメント」
　各回先着8人。 日ハーバリウム＝①10
月19日㈯、生花＝②11月30日㈯③12月
27日㈮、プリザーブドフラワー＝④12
月14日㈯いずれも午前9時30分～11時
30分 費①②3,300円③④3,500円（②④
は器代別途かかります） 講福井ひろ子氏
⑨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

の催し物
清瀬けやきホール

 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
※10月の休館日は、7日㈪～10日
㈭・15日㈫・21日㈪・28日㈪です。

の保護者。先着10組 日10月11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
コミュニティプラザひまわり

①ピアノ伴奏でうたごえひろば　
　先着15人。 日毎週火曜日午後1時30
分～3時 費1,000円（テキスト代別）
 講吉野まりこ氏
②リフレッシュ・フラ～しなやかな自
　分に～
　無料体験あり。先着15人。 日10月

12日㈯～12月21日㈯の土曜日（月2・
3回）午前10時～11時  費1回800円
 講岡本寿美恵氏
③発酵パワー学ぶ＆造る
　第7回「古くから伝わる　醤（ひし 
　お）作り」
　先着20人。 日10月19日㈯午前10時
～午後0時30分 費2,000円（材料費）
④行楽・おもてなしに巻き寿司はいかが
　先着15人。 日10月27日㈰午前10時
～午後1時 費2,000円（材料費込み）
 講JSIA認定飾り巻き寿司インストラ
クター　西原綾果氏
 申 問直接窓口または電
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
第3回「清瀬市子ど
も・子育て会議」

10月2日㈬午後3
時～

児童センタ
ー

子育て支援課保育・幼稚
園係☎042-497-2086

傍聴希望者は
直接会場へ。

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

令和２年度納税通知書用封筒 
に有料広告を掲載する団体

 対個人住民税（普通徴収）、固定資産
税・都市計画税、国民健康保険税、

認知症家族会ゆりの会
　問題や悩みを語り合い、明日への
エネルギーに繋げよう。 対認知症高
齢者を介護しているご家族など 日10
月16日㈬午後1時30分～3時30分
 場平野クリニック（松山一丁目）
 費お茶代50円（お菓子付き）、初回
無料 直 問地域包括ケア推進課地域包
括支援センター☎042-497-2082

脳トレ元気塾

対いずれもおおむね65歳以上の方。
各 回 先 着30～40人 費1回200円 ①

「ゆうゆう元気塾」＝ 日毎週水曜日
午前10時15分～11時45分、午後1
時15分～2時45分 場コミュニティプ
ラザひまわり②「しんあい元気塾」
＝ 日毎週木曜日午後1時15分～2時
45分 場特別養護老人ホーム信愛の
園（梅園二丁目）③「せいが中里元気
塾」＝ 日毎週木曜日午後1時30分～
3時 場中里地域市民センター 直 問い
ずれも地域包括ケア推進課地域包括
支援センター☎042-497-2082

清瀬市認知症カフェ事業 
よってこカフェ

　どなたでも参加いただけます。
①よってこカフェinふわっとん
 日10月8日㈫・29日㈫午後2時～4時

（ラストオーダーは午後3時30分）
 場cafeふわっとん（上清戸一丁目）
 費1回300円税込み（飲み物・茶菓子代）
②よってこカフェinスターバックス
 日10月15日㈫午前9時30分～11時
30分 場スターバックスコーヒー清
瀬駅前店（元町一丁目） 費ワンドリ
ンクオーダー制
 直 問①②地域包括ケア推進課地域
包括支援センター☎042-497-2082

軽自動車税【印刷予定枚数】76,000枚
【発送時期】令和2年5月から（税の種
類により発送時期が異なります）

【広告の規格】縦50㍉×横80㍉ 費掲載
料82,000円以上（最低募集価格） 期10
月31日㈭ 問課税課市民税係☎042-
497-2040
※申込み方法・掲載基準など詳しく
は市ホームページをご覧ください。

市営住宅の入居者随時
 【募集戸数】2人以上＝2戸、3人以上
＝4戸 【募集案内の配布期間】10月1
日㈫～12月27日㈮
 【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、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 申申込書に必要事項を記
入し、直接まちづくり課まちづくり
係へ提出 問まちづくり課まちづく
り係☎042-497-2093
※応募資格など詳しくは市ホームペ
ージでご確認ください。

東京都子育て支援員研修の受講者
　養成研修（地域保育コース）です。 
 対市内在住・在勤で、今後子育て支
援 員 と し て 就 業 す る 意 欲 の あ る
方  申 問10月1日～15日（必着）に子
育て支援課で配布している申込書に
必要事項を記入し、公益財団法人東
京都福祉保健財団☎03-3344-8533へ

青年農家達との 
「ふれあい交流会」女性参加者
　青年農家達との素敵な出会いや親
睦を深める交流会です。 対20～40
歳前後の独身女性。先着25人 日11
月30日㈯午前10時30分～午後4時

（受け付けは午前10時） 場中国割烹
旅 館「 掬 水 亭 」（ 埼 玉 県 所 沢 市 山
口 ） 費2,000円 申11月20
日までにJA東京みらい
ホームページ専用フォ
ームへ 問JA東京みらい
本店指導経済課・坂間
☎042-477-0037

しく把握した事業所には調査票を配
布しますので、オンラインまたは郵
送でのご回答をお願いします。
 問文 書 法 制 課 統 計 係 ☎042-497-
2032
公的年金からの個人住民税（市
・都民税）の特別徴収について

　「年金特別徴収」とは、公的年金
等に係る個人住民税（市・都民税）
が年金から特別徴収（引き落とし）
される制度です。 対平成31年4月1
日現在65歳以上で前年中に公的年
金が支払われ、次の①・②の条件の
両方を満たす方。①平成30年中の
老齢基礎年金が年間18万円以上で
あり、かつ特別徴収税額を上回る②
介護保険料が公的年金から特別徴収
されている
◆10月は徴収税額の切り替え月
　上半期（4月・6月・8月）と下半期

（10 月・12月・2月）の徴収税額（月
額）が変更となる場合がありますが、
年間の税額は変わりません。
問課税課市民税係☎042-497-2040

柳泉園組合の水銀濃度 
分析計測定結果

　廃棄物焼却施設の排ガス中の水銀
濃度について、法律上基準が定めら
れていないため、自己規制値を0.05
ｍｇ／ノルマルリューベと定め測定
しています。5月～7月の測定結果
は以下のとおりです。

 問柳泉園組合☎042-470-1547また
はごみ減量推進課ごみ減量推進係☎
042-493-3750

「油・断・快適！下水道」 
～下水道に油を流さないで～

　キッチンから流れた油は、下水道
管のつまりや悪臭の原因となりま
す。鍋や食器に付いた油は洗う前に
拭き取りましょう。この行動が川や
海の良好な水環境につながります。
問東京都下水道局☎03-5320-6515

測定施設 自己規制値 5月 6月 7月
1号炉

0.05
0.00 0.00 0.00

2号炉 0.00 0.00 0.00
3号炉 0.00 0.00 0.00

単位：ｍｇ／ノルマルリューベ

つむぐ展～生きものから生まれる糸と布～

JA東 京 み
らいホーム
ページはこ
ちら


