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「清瀬ウィーク」
　清瀬市に在住・在学・在勤の方
は入館料が半額です。プラネタリ
ウムでは清瀬市のひまわり畑の景
色から当日の星空をご案内しま
す。 日9月10日㈫～15日㈰午前9
時30分～午後5時 費おとな250円
（通常500円）、4歳～高校生100円
（通常200円） 持居住地・学校・勤
務地が確認できるもの
◆9月11日㈬限定イベント
①「0歳からのプラネタリウム」
　赤ちゃん大歓迎。一緒にお星様
を眺めよう。 対0歳～3歳くらい
の乳幼児とその保護者 【時間】午

多摩六都科学館の催し物 多 摩 六 都
科 学 館 ホ
ームページ

消防ポンプ操法審査会
　清瀬市消防団（7個分団）では、消
防ポンプ車の水出し操法技術を競い

合う審査会を開催します。 日9月7
日㈯午前9時～正午ごろ 場消防団訓
練施設（梅園一丁目） 直 問防災防犯
課防災係☎042-497-1847

交通安全講習会
　交通ルールの順守と安全意識向上
を目指し講習会を開催します。参加
者には交通安全グッズを差し上げま
す。 日9月4日㈬午後6時～7時30
分 場アミューホール 直 問道路交通
課交通安全係☎042-497-2096

就学時健康診断
　対象世帯には9月中旬にお知らせ
を送付予定です。 対令和2年4月に
小学校へ入学する児童（平成25年4
月2日～平成26年4月1日生まれ）

 問教育総務課学務係☎042-497-2539
児童手当・特例給付現況届 

が未提出の方へ
　「令和元年度児童手当・特例給付
現況届」について、現況届が未提出
の方及び添付書類に不足がある方
は、9月13日㈮（必着）までに提出し
てください。期日までに提出できな
い場合は、10月の定例支給（6月分
から9月分までの手当）を10月15日

①映画「万引き家族」
 日9月7日㈯①午前10時～②午後1時
30分～③午後4時30分～（開場は各回
の30分前） 費前売り一般1,000円・友
の会800円・シルバー（65歳以上、要
証明）900円・学生500円・障害者割
引800円（要障害者手帳、付き添い1人
800円）（全席自由、未就学児入場不可）
②そうだじゅげむきこう
 日9月22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】柳亭こみち、柳家り助
③歌って健康！ 歌声サロン
 日9月12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」
　手浴＆ハンドトリートメントで夏の
疲れを和らげます。先着12人。 日9月
10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9月3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「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9月20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

⑦講座「健康タオル体操」
　先着15人。 日9月6日㈮、10月4日㈮
午後2時～3時 費1回500円
 講岡﨑彩音氏
 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清瀬きもの部～楽に着られる裏ワ 
　ザ、教えます！　
　①団体レッスン②個別レッスンで
す。①先着5人。 日9～12月第2日曜日
①午前10時～11時30分②午前9時～9
時50分、午前11時40分～午後0時30
分 費①3,000円（全4回）②1,700円（1
回） 講飯岡美絵氏 持着物一式・半幅帯
②さきおり＆トートバッグ作り～清瀬
　の伝統に親しもう～
　2日間の講座です。 日1日目＝9月22
日㈰午前10時～午後1時、午後1時30
分～3時30分、2日目＝10月6日㈰午前
10時～午後3時 費5,000円（材料費込
み） 講はたおり伝承の会
③第6回ひまわりマルシェwithラグビ
　ー無料体験教室開催
　雑貨やアクセサリー、ユニークな手
作り品、ワークショップ、キッチンカ
ーなどの飲食が多数出店予定。ラグビ
ー無料体験教室も開催します。 日9月22
日㈰午前9時～午後2時30分（雨天中止） 
④ラグビー無料体験教室参加者募集
　参加者にはひまわりマルシェで使用
できるサービス券をプレゼント。 対6
歳～小学6年生（小学校低学年までは
保護者同伴）。先着40人 日9月22日㈰午

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

㈫に受け取れません（期日以降に提
出した場合は、審査が終了次第、
11月以降に順次手当を支給しま
す）。 問子育て支援課助成係☎042-
497-2088

下水道使用料の 
消費税率改定について

　消費税率及び地方消費税率の引き
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
ら適用となります。 問下水道課庶
務係☎042-497-2531

公共下水道への接続について
　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。公共下水
道が使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
とが下水道法により義務付けられて
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
清瀬駅北口～清瀬内山サッカー

場間無料シャトルバス運行
　9月～令和2年3月に開催する東京
都サッカー協会主催の試合の際に、
清瀬駅北口から清瀬内山運動公園サ
ッカー場A面までの区間で無料シャ
トルバスを運行します。ぜひ、シャ
トルバスを利用してお越しくださ
い。 問生涯学習スポーツ課生涯ス
ポーツ係☎042-495-7001

の催し物
清瀬けやきホール

柳泉園組合職員
 【職種・人数】一般職・若干名
 【受験資格】平成2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月に卒業見込みで以下のいずれ
かに該当する方①電気主任技術者の
資格を有する方②第三種電気主任技
術者免状に係る学歴を有する方また
は令和2年3月までに有する見込み
の方 【試験日】10月20日㈰
 【採用日】令和2年4月1日㈬ 申 問9月
9日～27日に本人が直接持参で柳泉
園組合☎042-470-1545へ
※提出書類など詳しくは上記へ。

東京都子育て支援員研修の受講者
　必要な知識や技術などを有する
「子育て支援員」の養成研修（地域子
育て支援コース・放課後児童コース）
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9月2日～18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、㈱東京リーガル
マインド☎03-5913-6225へ
※詳しくは㈱東京リーガル
マインドホームページをご
覧ください。

前10時30分～11時
※安全のため子どもは着席または
膝の上での観覧をお願いします。
②大人向けプラネタリウム
　「中秋の名月～月の暦を知る～」
　月をテーマにお月見の文化や月
の暦を紹介します。 対中学生以
上（小学生以下は不可） 【時間】午
後1時10分～1時55分
 費①②おとな500円・4歳～高校生
200円、別途入場料（3歳
以下無料） 直 問多摩六都
科学館☎042-469-6100
※①②先着234人。

清瀬市議会第3回定例会開会

月 日 内容

9

2㈪ 本会議（初日）決算特別委員会
4㈬ 本会議（一般質問）5㈭

6㈮ 本会議（一般質問）
決算特別委員会（決算概要説明）

10㈫ 総務文教常任委員会
11㈬ 福祉保健常任委員会

月 日 内容

9

12㈭ 建設環境常任委員会
議会運営委員会

17㈫
決算特別委員会18㈬

19㈭

26㈭ 本会議（最終日）

前9時30分～午後0時30分（雨天中止）
⑤発酵パワー学ぶ＆造る
　第6回「プレゼントに最適！ クリー
　ムチーズブレッド」
　先着17人。 日9月21日㈯午前10時

～午後0時30分 費2,000円
（材料費）
 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2・3回
「清瀬市子ども・
子育て会議」

第2回9月9日㈪
第3回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。

区間 発車時刻 区間 発車時刻
清瀬駅北口～ 

多摩六都都科学館
8：45 10：50 14：00 多摩六都都科学館

～清瀬駅北口
12：15 14：45 17：10

9：50 12：45 - 13：30 16：00 -

無料シャトルバス（9月15日のみ）

　令和元年清瀬市議会第3回定例会
は、下表のとおり開会予定です。ぜ
ひ傍聴にお越しください。
※時間は、9月6日㈮の決算特別委

員会（本会議終了後）及び議会運営
委員会（午後2時から）を除き、いず
れも午前10時からです。 問議会事
務局議事係☎042-497-2567

◆市（まちづくり応援基金）へ
　榊 賢様（50,000円）
　ありがとうございました。

学校名 検診日 受付時間（午後）
清小 10月8日㈫ 1時10分～1時30分

芝山小 10月31日㈭ 1時40分～2時
三小 10月21日㈪ 1時30分～2時
四小 11月6日㈬ 1時40分～1時50分
六小 11月14日㈭ 1時30分～2時
七小 11月13日㈬ 1時45分～2時15分
八小 10月24日㈭ 1時30分～1時45分
十小 11月7日㈭ 1時45分～2時15分

清明小 11月29日㈮ 1時45分～2時15分

※詳しくは、下宿地域市民センター
ホームページをご覧ください。

ボランティア・市民活動 
支え合いサービス説明会

　地域のためになる活動の始め方を
紹介します。 日9月19日㈭午前10時
～11時30分 場きよせボランティア
・市民活動センター 申 問きよせボ
ランティア・市民活動センター☎
042-491-9027

消費税の軽減税率対応のため 
の補助制度

　10月1日の消費税率引上げと同時
に軽減税率制度が導入されます。税
率8㌫と10㌫の両方の商品を取り扱
う事業者を支援するため、軽減税率
に対応するレジなどの改修・導入に
対し国の補助金制度があります。9
月30日㈪までに導入・改修、支払
いが完了していることが条件で
す。 問独立行政法人中小企業基盤
整備機構の軽減税率対策補助金事務
局☎0120-398-111

自衛消防訓練審査会
　応援などお待ちしています。 日9月
13日㈮午前9時30分～午後1時（小雨
決行） 場コミュニティプラザひまわ
り  直 問清瀬消防署☎042-491-0119

詳しくは
こちら


