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今号の主な内容▶2面：きよせ健幸ポイント参加者募集／3面：長寿のお祝い／4面：「キラリレポート」「消費生活相談の現場から」「市史で候mini」

伸ばそう！健幸寿命伸ばそう！健幸寿命

きよせ健幸ポイント参加者募集きよせ健幸ポイント参加者募集
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きよせ健幸ポイント

歩いて　参加して　健幸に！

9月5日㈭より申込み開始
スマートフォンアプリ 活動量計

参加コースは2つ！

詳しくは2面へ



令和元年（2019年）9月1日号2 市報

納税に
ご協力を

■夜間納税・納税相談日9月25日㈬・26日㈭午後８時まで　　■土曜納税・納税相談日9月14日㈯午前9時～正午
■日曜納税・納税相談日9月29日㈰午前9時～午後４時　      場いずれも市役所徴収課窓口問徴収課徴収係☎042-497-2045

9月の「自殺防止！ 東京キャンペーン」特別電話相談
相談名 日時 問合せ

フリーダイヤル
特別相談

8月31日㈯午前0時～
9月2日㈪午前5時30分

NPO法人国際ビフレンダーズ
東京自殺防止センター
☎0120-58-9090

多重債務110番 2日㈪～3日㈫
各日午前9時～午後5時

東京都消費生活総合センター
☎03-3235-1155

自殺予防
いのちの電話

10日㈫午前8時～
11日㈬午前8時

一般社団法人日本いのちの電話連
盟☎0120-783-556

自死遺族相談
ダイヤル

14日㈯～16日㈪
各日午前11時～午後7時

NPO法人全国自死遺族総合支援セ
ンター☎03-3261-4350

自死遺族傾聴電話 17日㈫～20日㈮
各日午前10時～午後10時

NPO法人グリーフケア・サポートプ
ラザ☎03-3796-5453

東京都自殺相談ダイ
ヤル～こころといのち
のほっとライン～

21日㈯～25日㈬
各日24時間

NPO法人メンタルケア協議会
☎0570-087478（※）

有終支援いのちの
山彦電話

―傾聴電話―

1日㈰～30日㈪
正午～午後8時（祝日含む、
金曜日は正午～午後10時）

NPO法人有終支援いのちの山彦電
話☎03-3842-5311

　9月は東京都自殺対策予防強化月間です。1人の自殺者の背景には10
人の未遂者がいると言われています。「辛い・・」と感じる前に相談な
どをして、辛さをひとりで抱え込まないようにしましょう。また、身近
に心配な方がいる場合は、相談窓口を伝えるなどしてみましょう。強化
月間に伴い、相談窓口や講演会なども開催します。ぜひ、ご利用・ご参
加ください。　　　　　　　  問健康推進課成人保健係☎042-497-2076

　①基調講演「死から生といのちを考える～生まれてきた意味・役割は
何か、あなた自身の心のケア～」、②ワールドカフェ「幸せですか？ ワ
ールドカフェで命について考えよう」です。 対都内在住・在学の学生、
大学・民間団体・自治体職員、一般都民の方。先着200人 日9月2日㈪午
後1時30分～5時 場港区みなと保健所（港区三田一丁目） 講①髙宮有介氏

（昭和大学医学部医学教育学講座教授）②岩尾俊兵氏（明治学院大学専任
講師） 申メールまたはファクスに、件名「こころといのちの講演会」・氏
名・電話番号（メールアドレス）を記入し、東京都福祉保健局健康推進
課 ＭS0000289@section.metro.tokyo.jp Ｆ03-5388-1427へ 問東京都福祉
保健局健康推進課☎03-5320-4310

　市では、東京都・自殺対策関連団体・西武鉄道㈱と連携した「自殺
対策街頭キャンペーン」を実施し、自殺対策普及グッズを配布します。
 日9月25日㈬午前8時30分～9時30分 場清瀬駅（北口・南口予定）

　ニッセイロールペーパー㈱様よりいただいた寄付金で「最終糖化産
物測定器」と「脳活動測定器」を購入し、健康センター1階に設置しま
した。ぜひ、計測にお越しください！ 対18歳以上の方
 【測定可能日】土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時
 問健康推進課成人保健係☎042-497-2076

ニッセイロールペーパー㈱様よりいただいた寄付金で購入
最終糖化産物測定器と脳活動測定器を健康センターに設置

老化物質（AGEs）や脳の元気度をチェックしませんか？

歩いて　参加して　健幸に！きよせ健幸ポイント参加者募集

　活動量計をリーダーライター
に置くだけで歩数データを簡単
に送信できます。登録場所は、
市 内 公 共 施 設（6か 所 ）、
ローソン・ミニストップ
店舗端末「Loppi」です。

歩く 貯める 登録する

抽選

参加コースは２つ！
スマートフォンアプリ 活動量計

街頭キャンペーンを実施します

こころといのちの講演会 「大学生と考える、つながる、自殺対策シンポジウム」

◆最終糖化産物測定器は何が分かるの？
　最終糖化産物とは、食事など過剰に摂取した糖とヒ
トのカラダを主に構成しているタンパク質が結び付く
ことで体内に生成される老化物質の1つです。この物
質の体内の蓄積レベルが分かります。
◆脳活動測定器は何が分かるの？
　測定した時の脳の元気度（脳の活動が活発かどうか）
が分かります。脳センサーをつけて、簡単なチェック
を3つ行うだけの簡易的な測定です。自分の脳が活発
に活動しているか定期的にチェックしましょう。
※いずれも環境や生理的な変化によって変動します。
※医学的な診断を目的としたものではありません。

◆LINE相談
　9月は時間を延長して受け付けます！ 【アカウント名】相談ほっとLINE
＠東京 【期間】9月1日㈰～30日㈪各日午後3時～午後9時30分

9月は東京都自殺対策予防強化月間です～東京キャンペーン～

 対市内在住の20歳以上の方（平
成12年3月31日以前生まれ）で
アンケートにご協力いただける
方。先着1,000人
 【参加期間】10月21日㈪～令和
3年1月31日㈰（予定）
 【参加費】1,000円（活動量計は
別途1,000円実費負担）
 【申込み期間】9月5日㈭～9月
27日㈮（必着）
 問健 康 推 進 課 成 人 保 健 係 ☎
042-497-2076

　アプリ希望者は必ずこちらでお申込みく
ださい。
手順
①以下のURLまたは右記QRコ
ードからアクセスしてださい。
URL：https://www.karadakaru
te.jp/city-kiyose
②サイト画面左の「アプリ注意事項」で対
応機種等を確認し、「きよせ健幸ポイント
に参加する」よりお申込みください。

◆Web申込み

QRコード

【窓口】健康推進課、松山・
野塩出張所、生涯学習スポー
ツ課で申込み
【はがき】必要事項（右記参照）
を記入し右記宛て先へ郵送

◆各窓口・はがき申込み
きよせ健幸ポイント申込み
（活動量計希望）

●記入日
●住所
●氏名（ふりがな）
●生年月日
●電話番号
●身長
●説明会の日程

●前回健幸ポイント
  参加の有無

・第1希望日　午前・午後
・第2希望日　午前・午後
・第3希望日　午前・午後

はがき記入例

開催日 時間 場所
10月5日㈯ 10月13日㈰ 午前

・
午後

健康
セン
ター

10月7日㈪ 10月14日㈪
10月12日㈯ -

　右記日程で参加者説明会を行
いますので必ず参加してくださ
い。日時は後日通知します。

〒204-8511

清瀬市
健康福祉部
健康推進課行

◆説明会の日程・場所

（活動量計参加者のみ）（活動量計参加者・アプリ参加者）

募集要項 申込み方法

きよせ健幸ポイントとは？

　新しくスマートフォンでの参加が
できるようになりました。お持ちの
スマートフォンにアプリをインスト
ールするだけで、いつでもどこでも
歩数の確認ができ、データ送信もワ
ンタッチで、簡単にできます。

　ウォーキングをしたり、健康教室などの事業に参加することでポイ
ントが貯まります。2,000ポイントで市内のお店で使える地域商品券
を1,000円分プレゼント！ さらに、抽選で地域商品券（最大50,000円
分）が当たります。この機会に楽しく健康づくりを始めませんか？
 問健康推進課成人保健係☎042-497-2076

ポイントの種類 付与条件 ポイント
歩くポイント 設定された歩数をクリア 10～20P／日
測るポイント BMI、筋肉率の改善 500P／年

健診受けるポイント 健康診断などの結果を提示 1,000P／年
参加するポイント 対象プログラムに参加 10P／回

（月最大100P）
続けるポイント 月1回以上、歩数データを送信 100P／月

◆こんなポイントがあるよ！
※最大4,360
ポイント貯ま
ります。
※1,000ポイ
ントで1口応
募が可能で
す。

※携帯電話の無料通話やかけ放題プランなどの対象外です。
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今月の
納期 ◆国民健康保険税（第3期）◆後期高齢者医療保険料（第3期）◆介護保険料（第3期）　9月30日㈪までに納めてください。

新庁舎のイメージ

清瀬市家庭ごみ収集体系及び
ごみ処理手数料の見直し市民説明会

令和２年度採用　

清瀬市職員（土木技術）を募集します

　正規職員・一般事務（土木技術）
を募集します。
 対昭和59年４月２日以降に生まれ
た方で、次の①・②いずれかの条
件を満たす方。①学校教育法によ
る大学、短期大学もしくは高等学
校での土木専門課程（土木施行管
理技術検定の指定学科に限る）を
専攻し卒業した方、もしくは令和
２年３月までに卒業見込の方②土
木施工管理技士の資格を有する方
【第１次試験日】9月２9日㈰または
３0日㈪【募集要項】9月２日㈪から
15日㈰まで（9月７日㈯・８日㈰・
1４日㈯を除く）の午前８時３0分～
午後5時に職員課で配布 申 問9月２
日から15日（必着）までの午前８時

３0分～午後5時に所定の用紙に必
要事項を記入し、直接持参（直接
持参の場合は9月７日㈯・８日㈰・
1４日㈯を除く）または郵送で、職
員課職員係☎0４２-４9７-1８４３へ
※市ホームページの公開は、9月
1日㈰から行います。
※提出書類など、詳しくは募集要
項をご覧ください。

　清瀬市家庭ごみ収集体系及びご
み処理手数料の見直しについての
説明会を、下表のとおり市内各公
共施設にて実施します。
　以下の日時以外でも、各自治会

や各地区の方々からの要望があり
ましたら実施を検討いたします。
問ごみ減量推進課ごみ減量推進係
☎0４２-４9３-３７50

実施済みの説明会

日にち 時間 場所

9月
8日㈰

午後２時～3時30分
竹丘地域市民センター

15日㈰ コミュニティプラザひまわり

２4日㈫ 午後7時～8時30分 中里地域市民センター

　10月から幼児教育・保育の無
償化が始まり、保育園・幼稚園・
認可外保育施設などを利用する未
就学児の保育料が無償化されま
す。対象施設などは下表のとおり。
 対利用する施設、子どもの年齢
によって異なります。保育料以外
の費用（延長保育料・食材料費・

教材費・行事費など）は対象外で
す【必要な手続き】幼稚園（私学助
成）や認可外保育施設などを利用
する方は事前に市へ申請手続きが
必要 問子育て支援課保育・幼稚
園係☎0４２-４9７-２0８6
※申請書の様式や提出方法などは
市ホームページをご覧ください。

◆敬老祝金を支給します
　敬老の日に際し、長寿のお祝い
とともに長年の社会的貢献に感謝
し、敬老祝金を支給します。
 対８月1日現在、市に住民登録があ
り引続き支給時に居住していて令
和元年1２月３1日時点で８８歳（昭和
6年生まれ）、99歳（大正9年生ま
れ）、100歳以上（大正８年以前生
まれ）の方【支給額】８８歳＝5,000
円、99歳・101歳以上＝10,000円、
100歳＝３0,000円【支給方法】各地
域の民生・児童委員が9月７日㈯～
1４日㈯に順次お届けします。一部、
高齢支援課がお届けする場合もあ
ります。 問高齢支援課高齢福祉係

10月から幼児教育・保育の無償化が開始

長寿のお祝い

対象施設など 無償化の内容 手続き
認可保育園・地域型保
育施設・認定こども園・
幼稚園（新制度移行済）

◆3歳児以上＝保育料が無償
◆0~２歳児＝住民税非課税世帯のみ保育
　料が無償

不要

障害児通園施設 ◆3歳児以上＝保育料が無償 不要

幼稚園（私学助成） ◆満3歳児以上＝月額上限２5,700円まで
　保育料が無償

市への申請が
必要

認可外保育施設・一時
預かり事業・病児保育
事業・ファミリーサポー
トセンター事業

◆3歳児以上＝月額上限37,000円まで保
　育料が無償
◆0~２歳児＝住民税非課税世帯のみ月額上
　限4２,000円まで保育料が無償

市への申請が
必要

幼稚園などの預かり保
育事業

◆3歳児以上＝月額上限11,300円まで預か
　り保育料が無償
◆満3歳児＝住民税非課税世帯のみ月額上
　限16,300円まで預かり保育料が無償

市への申請が
必要

企業主導型保育事業
◆3歳児以上＝標準的な利用料まで無償
◆0~２歳児＝住民税非課税世帯のみ標準
　的な利用料まで無償

直接、企業主
導型保育施設
に問い合わせ

日にち 午前 午後

９月

２0日㈮ 中清戸地域市民センター -

２4日㈫ 野塩地域市民センター

２5日㈬ 清瀬けやきホール

２8日㈯ 竹丘地域市民センター -

10
月

1日㈫ - 中里地域市民センター

２日㈬ - 下宿地域市民センター

※３歳児＝４月1日現在で３歳の子ども（年度途中で３歳になった場合は、翌年４月1日から
　無償化の対象）、満３歳児＝３歳の誕生日以降の子ども。

場所 日にち 場所 日にち
中里地域市民センター 7月２8日 野塩地域市民センター 8月２日・２5日
清瀬けやきホール 7月30日 生涯学習センター 8月3日・30日

竹丘地域市民センター 7月31日 中清戸地域市民センター 8月4日
下宿地域市民センター 8月1日 松山地域市民センター 8月6日・18日

☎0４２-４9７-２0８1
◆敬老大会を開催します
　各会場で式典・演芸（老人クラ
ブなどによる演芸）を行います。
来場の方には来場記念品をお渡し
します。敬老大会の個別案内はあ
りませんのでご注意ください。
 対市内在住の７5歳以上の方
 日 場下表のとおり（午前＝午前10
時～11時３0分、午後＝午後２時～
３時３0分。開場は開始時間の３0分
前） 直 問高齢支援課高齢福祉係☎
0４２-４9７-２0８1
※駐車場はありませんので公共交
通機関をご利用ください。荒天に
より中止になる場合があります。

※野塩地域市民センター、清瀬けやきホールは午前･午後の２回、
開催します。会場によって入場制限を行う場合があります。

　10月1日㈫から、清瀬駅北口地
下駐輪場の一時及び定期利用の出
入り口ゲートが新しくなり、一時
利用精算時・定期利用新規申込み
及び更新時にPASMO・Suicaなど
の交通系ICカードでのお支払いが
可能になります。
　この機会に、更に便利になる清
瀬駅北口地下駐輪場をご利用くだ
さい。
 ◆定期カードの切り替えが必要
　です
　現在定期利用されている方、全
員に定期カードの切り替え手続き
が必要になります。
　現行の定期カードをPASMO・
Suicaなどの交通系ICへ移行しま
すので、次の要領で切り替えの手

続きをお願いします。
 場清瀬駅北口地下駐輪場管理人
室 期9月1３日㈮から３0日㈪までの
午前9時～午後9時 持現行の定期
カード、新しく登録する交通系IC
カード（定期利用登録している本
人のもの） 問清瀬都市開発㈱☎
0４２-４95-３３00、清瀬駅北口地下
駐輪場管理室☎0４２-４9２-８８19（午
前9時～午後9時）
※駐輪場内で交通系ICカードの販
売は行っていません。鉄道駅など
で事前に購入してください。
※交通系ICカードでの登録を希望
されない方は、新しい定期カード
を交付しますので、現行のカード
を持参し、管理人室へお越しくだ
さい。

清瀬駅北口地下駐輪場が更に便利に

「きよバス」の運賃が変わります

　10月1日㈫から、きよバスの運
賃を改定します。また、PASMO
・Suicaの取り扱い及び、利用頻
度に応じて運賃が割引される「バ

ス特」を開始します。変更後の運
賃は下表のとおりです。
 問道路交通課交通安全係☎0４２-
４9７-２096

区分 現行 改定後
現金 現金 PASMO・Suica

おとな（中学生以上） 150円 180円 178円
子ども（小学生） 100円 ９0円 8９円
障害者手帳をお持ちの方（おとな） 100円 ９0円 8９円
障害者手帳をお持ちの方（子ども） 100円 50円 45円
未就学児 無料
介助人 100円 ９0円 8９円
※改定後の回数券は90円券12枚綴りで1,000円。150円券で乗車する場合は、差額分30円
を現金払い。
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　７月２５日に中央図書館で「夏の子ども会」が開かれました。今回は、初めて多摩六都科学館と連携して企画され、
多摩六都科学館の専門のスタッフの方によるお話やワークの後、中央図書館の職員による読み聞かせが行われまし
た。夏休み中の親子で盛況だった会場の様子をお伝えします。

植物のどこを食べているの？
　　スーパーで売っている、たくさんの種類

市ホームページ…トップページ＞市政情報＞広報＞清瀬市ブログ
プリントアウト版…市内の各図書館でご覧いただけます

本編をご覧に
なるには

　新庁舎の建設工事が始まってい
ます。もともと駐車場やＪＡ（農協）
があった辺りに、新庁舎が建設さ
れます。建物完成は令和２年度、
新庁舎での業務開始は令和3年度
の予定です。
　今、新庁舎というと、建設中の
建物を指しています。しかし、遡
ること40年余、昭和48年には、
現庁舎が「新庁舎」でした。
　この時も、それまでの庁舎に隣
接して、「新庁舎」を建てました。
　写真中央に写っている２階建て

今昔“新庁舎”
「市史で候」三十六の巻
「今昔“新庁舎”」より

　コインパーキングに関するトラ
ブルの多くは料金に関することで
す。その原因は、料金表示の分か
りにくさにあります。看板に最大
○○円という表示が大きく書かれ
ていて諸条件が小さな文字で書か
れている場合が多く、消費者が誤
認識しやすいのです。
【事例1】
　看板に当日最大1,000円と書い
てあるコインパーキングに車を停
めた。次の日に出庫するにあたり
支払いは２,000円だと思っていた
ら4,000円以上の精算金だった。
【事例2】
　1２時間最大1,２00円という看板
を見てパーキングを利用した。
10時間後に精算したら3,600円の
料金が表示された。
【アドバイス】
　事例1は停めた日のみ1,000円
で繰り返しはない、つまり次の日
は通常の料金となる事が下の方に
書かれていました。
　事例２の1２時間1,２00円は、平
日夜間(午後７時～午前７時)と、休
日の昼間（午前７時～午後７時）に
限定された料金で、表示は隣の看
板に記されていました。
　その他、最大○○円は２0台分

あるパーキングの奥の方の料金
で、手前側の停めやすいところは
その金額ではなかったというよう
な事例もあります。
　消費者がパーキングを利用する
にあたり、そういった条件を認識
できなければ景品表示法の有利誤
認表示にあたる恐れがあります。
　コインパーキングを利用する時
は、看板に大きく書かれた情報だ
けで判断せず、すべての表示や注
意書きをよく読むようにしましょ
う。
　もし料金トラブルが起きた時
は、連絡先、料金説明が書かれた
看板などを写真に撮り、消費生活
センターに相談しましょう。
 問消費生活センター☎04２-49５-
6２1２（相談専用）

費生活相談の
現場から

消

図書館事業  「夏の子ども会」

野 菜 の こ と を 調 べ よ う

竹下 江里子さん

市民編集委員の
視点から

昭和の「旧庁舎」と「新庁舎」　昭和48年ごろ　　清瀬市郷土博物館所蔵

9月のびん・かん
収集について

9月17日㈫・24日㈫は祝日の翌日ですが、次の地区では通常どおりびん・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

の野菜たち。種をまき、芽が出て、花が咲
き、やがて実になる植物のどこを食べてい
るのかを、多摩六都科学館の方にわかりや
すく教えていただきました。
　よく食べる野菜を使って問題が出される
と、子どもたちからは、「くき！」、「実！」、

「根っこ！」と元気な答えが返ってきまし

の建物が昭和の「旧庁舎」、その
後ろに見える白っぽい四角い建物
が昭和の「新庁舎」、すなわち現
庁舎です。
　写真の「旧庁舎」は昭和3年に清
瀬村役場として建てられたもの
で、清瀬が町になり、市になるの
を見届けました。
　そして、昭和48年にその役目
を引き継いだ現庁舎は、昭和の終
わり、平成の終わりを見届け、令
和の新庁舎に役目をバトンタッチ
することになります。

料金最大

○○○円

ー分かりにくい表示ー

コインパーキングの
料金トラブル

図書館・多摩六都科学館へ行こう！
　市報きよせでは、図書館と多摩六都科学館のイベント情報を掲載
しています。市報を読んで、遊びに来てくださいね！

野菜の食べている部分を説明

野菜のスタンプをする子どもたち

会
場
の
様
子

野
菜
図
鑑

読
み
聞
か
せ
の
様
子

た。清瀬市内の畑でも見かける野菜は
すぐに答えが出ますが、ブロッコリー
はつぼみの部分だったり、じゃがいも
は茎の一部だったりと、おとなでも考
え込んでしまう問題も。お店で見る姿
だけではわからない、野菜の新しい見
方を発見しました。
野菜図鑑をつくろう！
  次はいよいよ、子どもたちも大好きなワークの時間です。切り方次第
で、おもしろい形になる野菜たちを、紙にスタンプしていきます。

　さらに、スタンプした紙に実物の種を貼り
付け、食べている部分を書き込めば、オリジ
ナルの野菜図鑑が完成です。子どもたちは「チ
ンゲン菜の断面は、バラの花みたい！」、「オ
クラは星の形だね」と話しながら、全種類制
覇を目指して夢中で押していました。

　最後に、野菜ができるまでが詳しく書かれた
本の読み聞かせ。これ以外にも、図書館には野
菜図鑑や、野菜についての本もたくさん取りそ
ろえているそうです。
　手作りのミニプランターと野菜の種をおみや
げにもらい、楽しみながら学べたようでした。
子ども会に参加して
　苦手な人も多い野菜について、見方を変えたり、図鑑をつくることで
身近なものに感じるような工夫がたくさんありました。親子で一緒に学
びながら、自由研究にもぴったりだと思います。会の始まりは緊張ぎみ
だった子どもたちも、多摩六都科学館や図書館のスタッフの方々の話を
聞きながらスタンプしていくと、会場はにぎやかな声で溢れました。
　図書館の子ども会は「子ども読書の日（4月２3日）」の前後、夏・冬休
みの年3回、駅前図書館を除く市内５館で開催しています。今後も、専
門機関と連携しながら活動するそうです。もっと調べたい、知りたいと
いう気持ちが湧き上がる図書館や多摩六都科学館に、足を運んでみては
いかがでしょうか。
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保育サービス講習会　受講者募集

　地域のなかで、お子さんのお預
かりや送迎をする子育て支援活動
です。
対市内及び近隣市在住の20歳以
上で健康な方 日 場下表のとおり
費無料（テキスト代2,571円）
 申 問9月26日までに市ホームペー
ジまたは右記QRコードから、フ
ァミリー・サポートきよせ☎042-

492-1139へ（平日午前9時～午後
5時）
※保育あり（保険代1コマ50円、
★印の付いたものは保育なし）。

食生活改善普及運動

保育サービス講習会日程・内容・場所
日程 時間 内容 講師 場所

１０
月

３日
㈭

午前
受付 子ども家庭支援センター、

ファミサポアドバイザー

児童センター

開講式・オリエンテーション

午後 保育の心 子育てネットワーク・ピッコ
ロ理事長　小俣みどり氏

7日
㈪ 午前 心の発達と保育者のかかわ

り
発達協会王子クリニック言
語聴覚士　湯汲英史氏

１０
日
㈭

午前 事故による子どもの傷害 子育てネットワーク・ピッコ
ロ理事長　小俣みどり氏

午後 身体の発達と病気 宇都宮小児科内科クリニック
宇都宮正司氏

１6
日
㈬

午前 ★小児看護の基礎知識 国立看護大学校教授　来生
奈巳子氏

午後 子どもの生活へのケアと援
助 子育て支援課保健師

2１
日
㈪

午前 ★普通救急救命講習 清瀬消防署、公益財団法人
東京防災救急協会

午後  子どもの栄養と食生活 ワーカーズコレクティブちろ
りん村　吉田朋子氏

24
日
㈭

午後 障害のある子の預かりにつ
いて

日本社会事業大学附属子ど
も学園副園長　小玉邦久氏

29
日
㈫

午前 子どもの遊び 劇団風の子　大森靖枝氏 消費生活セン
ター

午後 ★病児保育・病後児保育施
設見学

きよせ保育園園長　中村清
志氏

きよせ保育園
内ひまわり

３０
日
㈬

午前 子育て支援サービスを提供
するために

子育てネットワーク・ピッコ
ロ理事長　小俣みどり氏 児童センター

午後 修了式・修了証授与 子ども家庭支援センター、
ファミサポアドバイザー

胃・大腸がん検診（後期）

　バリウムによる胃エックス線撮
影と便潜血反応検査（検便）を行い
ます。国の指針（がん予防重点健
康教育及びがん検診実施のための
指針）に基づき対象年齢が40歳以
上になりました。
 対市に住民登録のある40歳以上
（昭和55年3月31日以前生まれ）の
方（勤務先などで検診を受ける方
は不可） 日11月18日㈪・19日㈫、
12月12日㈭・16日㈪。大腸がん
のみ12月15日㈰もあり 費胃がん
検診＝1,000円、大腸がん検診＝
500円（胃がん検診・大腸がん検
診ともに55歳以上の方は無料。

その他の負担金関連制度について
は下記へお問い合わせください）
 申 問9月2日～20日（消印有効）に
直接窓口または電子申請、はがき

　「食生活改善普及運動」は食生
活の改善を推進するため、毎年9
月1日～30日の1か月間、実施さ
れています。
　ごはん・パン･めん類などの主
食、肉･魚・大豆製品などの主菜、
野菜・海草・きのこなどの副菜に
は、それぞれ違う「はたらき」と「お
いしさ」があります。
　食べ物に含まれる栄養素の種類
と量は、個々に異なり、ひとつの
食品で全ての栄養素が必要なだけ
入っているものはないので、いろ
いろな食材と料理の組み合わせを

詳細はこちら

　
肺がん検診（後期）

 対市に住民登録のある40歳以上
の方（昭和55年3月31日以前生ま
れ）。先着350人 日11月5日㈫・6
日㈬いずれも午前9時～11時15分
・午後1時30分～3時45分 場複十
字病院（松山三丁目）
【実施方法】胸部レントゲン・
喀
かくたん

痰検査 費胸部レントゲン撮影
のみ＝500円、胸部レントゲン撮
影及び喀痰検査＝1,000円（55歳
以上の方は無料。その他の負担金
関連制度については右記へお問い
合わせください）
※喀痰検査は、50歳以上（昭和45
年3月31日以前生まれ）で喫煙指
数（1日の喫煙本数×喫煙年数）が

往信用（裏面）
【往復はがき記入例】

【はがき記入例】 【はがき記入例】

1.希望するすべての
講座番号・講座名
2.住所
3.氏名（フリガナ）
4.年齢
5.電話番号

シニアカレッジ
　（後期）
参加申込書

往信用（裏面）
【往復はがき記入例】

1.住所
2.氏名（フリガナ）
3.年齢
4.電話番号

シニアヨガ

はがき（裏面）

・住所
・氏名（フリガナ）
・生年月日
・電話番号
・受診希望日
　（第1・2希望の
　午前・午後）
・喀痰検査に該当
　する・しない

肺がん検診申込み

はがき（裏面）

・住所
・氏名（フリガナ）
・生年月日
・電話番号
・希望する検診
　（胃と大腸、胃の
　み、大腸のみ）
・検診希望日
　（第1～3希望日）

胃・大腸がん
検診申込み

600以上の方（過去に喫煙し、現
在は喫煙していない方も含む）。
 申9月2日～20日（消印有効）に、
直接窓口または電子申請、はがき
に必要事項（下記参照）を記入し、

食事をおいしくバランスよく 
楽しみながら食べましょう。
　日本人は野菜と、乳製品などに
含まれるカルシウムの摂取量が不
足の傾向にあります。
　野菜は1日平均約70グラム、小皿1皿
程度が不足しています。乳製品に
含まれるカルシウムは他の食品に
比べ吸収率が高いことが特徴なの
で、コップ1杯程度の牛乳を目安
に毎日の食生活に取り入れましょ
う。
 問健康推進課母子保健係☎042-
497-2077

シニアヨガ

シニアカレッジ（後期）

講座番号・講座名・講師 日時 内容・定員
①秋を彩る生きものた
ち～清瀬周辺の自然
 講森田善朗氏

１０月4日㈮・１１日㈮・１8
日㈮・25日㈮午前１０時
～正午（全4回）

市内で見られる動植物を座学（2回）
で学習し、実際に市内を歩き自然
観察（2回）をします。定員25人

②クリスマス！　みん
なで合作おりがみ
講桑原妙子氏

１１月5日㈫・１2日㈫・26
日㈫、１2月３日㈫午後2
時～4時（全4回）

チームに分かれて、クリスマスの
合作おりがみを制作し、展示ホー
ルに飾ります。定員44人
 費１,０００円（材料費）

③歌声喫茶
講島袋良彦氏
【伴奏】中村知子氏

１１月6日㈬・27日㈬、１2
月4日㈬・25日㈬午後2
時～4時（全4回）

当時の歌をみんなで楽しく歌って
健康増進！　定員１2０人

④オリンピックと世界
史
講鈴木敏彦氏

令和2年１月１4日㈫・2１
日㈫・28日㈫午後2時～
4時（全３回）

東京2０2０大会開催年の初めに、
オリンピックの背景にある世界史
を学び、西洋史への理解を深めて
みませんか。定員6０人

⑤ネイティブと学ぶ！　
はじめてのイタリア語
講レティツィア・グアリ
ーニ氏

令和2年2月5日㈬・１2日
㈬・１9日 ㈬・26日 ㈬ 午
前１０時～正午（全4回）

日本語が堪能なネイティブ講師と
ともに、楽しいイタリア語会話の
世界へ！　初めてでも大丈夫。定
員３０人

⑥清瀬シニア女子大学
～女性学と人権（女性限
定）
講鶴田敦子氏他

令和2年2月１4日㈮・2１
日 ㈮・28日 ㈮、３月6日
㈮ 午 後2時 ～4時（ 全4
回）

清瀬のシニア女性の皆さん、女子
大生になってみませんか。今時の
女性の人権や女性学を学び、内面
の若返りをしましょう。定員6０人

　のんびりペースのヨガレッスン
です。
 対市内在住の55歳以上の方。定
員50人（応募者多数の場合は抽
選。結果は9月27日㈮までに発送
予 定 ） 日10月21日 ㈪・28日 ㈪、
11月11日㈪・18日㈪・25日㈪午
前9時30分～11時30分（全5回）
 場アミューホール 講日本カルチ
ャーヨガ協会　髙橋登希恵氏

 対市内在住・在勤で55歳以上の
方（応募者多数の場合は抽選。結
果は、9月27日㈮までに発送予定）
 日 内下表のとおり 場生涯学習セ
ンター他 申 問9月20日（消印有効）
までに往復はがきの往信用（裏）
に必要事項（右記参照）を記入し、
〒204-0021清瀬市元町1-2-11　
生涯学習スポーツ課生涯学習係☎

 申 問9月13日（消印有効）までに

0 4 2 - 4 9 5 -
7001へ
※返信用の表
には、申込み
者の住所・氏
名を記入。1
人1枚の往復
はがきで申込
み。

「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン」特別相談会

　高齢者の消費者被害の未然防止
・拡大防止のために、特別相談を
実施します。「変な電話がかかっ
てきた」「怪しいメールが届いた」
「不審な業者が訪ねてきた」「クー
リング・オフについて知りたい」
など、疑問に思ったらなんでもか

まいません。ご相談ください。
 対契約当事者が市内在住・在勤
の60歳以上の方 日9月9日㈪から
11日㈬までの午前10時～午後4時
（正午～午後1時を除く） 場 直 問電
話または直接消費生活センター☎
042-495-6212へ

に必要事項（右
記参照）を記入
し、〒204-8511
清 瀬 市 中 里
5-842　健康推
進課健康推進係
☎ 0 4 2 - 4 9 7 -
2075へ
※電話での申込
みはできませ
ん。

〒204-8511
清瀬市中里
5-842　健康
推進課健康推
進 係 ☎042-
497-2075へ
※電話での申
込みはできま
せん。

往復はがきに必
要事項（右記参
照）を記入し、
〒204-0021清
瀬市元町1-2-11
生涯学習スポー
ツ課生涯学習係
☎ 0 4 2 - 4 9 5 -
7001へ

※詳しくは市ホームペ
ージまたは児童センタ
ー・各地域市民センタ
ーなどにあるチラシを
ご覧ください。
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ひきこもりママ会in清瀬
　「子どもや家族のため」ではなく、
ゆっくりと自分を解きほぐす時間を
持ちませんか。保育あり（６か月～
未就学児、先着10人。要予約）。
 対子育て中または子育て経験のあ
るひきこもりなどの生きづらさを抱
える当事者、経験者の女性 日9月11
日㈬午前11時～午後1時30分（開場
は午前10時40分） 場男女共同参画セ
ンター 講林恭子氏（新ひきこもりに
ついて考える会世話人）・室井舞花
氏（Next Commons Labデ ィ レ ク タ
ー） 直 問男女共同参画センター☎
042-495-7002

消費者問題の本質を考える
　清瀬市・東京都金融広報委員会主
催！ 「行列のできる法律相談所」で
おなじみの菊地弁護士の講演会で
す。先着180人。保育あり（６か月～
未就学児、先着10人。要予約）。
 日10月６日㈰午後1時30分～3時（開
場 は 午 後1時 ） 場ア ミ ュ ー ホ ー
ル 申 問9月3日～24日に電子申請ま
たは消費生活センターで配布するチ
ラシ裏面の申込書に必要事項を記入
し直接持参、往復はが
きに氏名・性別・年代
・住所・電話番号を記
入し、〒204-0021元町
1-4-17 消費生活センタ
ー☎042-495-６211へ

おしごとカフェ＆相談
　「40代からはじめるキャリア～早
すぎるも遅すぎるもありません」。
①おしごとカフェ②しごと相談（個
人）。保育あり（６か月～未就学児。
要予約）。 対女性の方。先着①６人②
各時間1人 日10月4日㈮①午前10時
～11時50分②午後1時～3時（1人50
分間） 場男女共同参画センター
 申 問9月2日から電話で男女共同参
画センター☎042-495-7002へ

多摩六都フェア第17回水と緑 
ウォッチングウォーク

　定員100人（応募者多数の場合は
抽選）。 日10月5日㈯午前9時～正
午 【集合・解散場所】午前9時までに
谷戸イチョウ公園（西東京市谷戸町
二丁目）集合、上の原東公園解散
 持飲み物・雨具など 【主催】多摩北
部都市広域行政圏協議会 申9月20日

（必着）までに往復はがきまたは電
子メールに参加希望者全員の住所・

健康大学第7回講演会
　テーマは「マインドフルネスー心
と身体を整える方法」です。どなた
でも参加できます。先着130人 日9
月17日㈫午後2時～3時40分 場アミ
ューホール 講杉山風輝子氏（マイン
ドフルネス療法研究センター公認心
理師） 直 問健康推進課成人保健係☎
042-497-207６

第五回小中学生・将棋大会（清瀬市民文
化祭）▶市内各小中学校・各地域市民セ
ンター配布の申込書をご覧ください。
11月3日10時～（受け付けは9時30分）、
男女共同参画センター、無料、清瀬市将
棋愛好会（清瀬市文化協会加盟団体）・
竹内☎042-492-014６
第7回窯遊会展▶陶芸、水彩画、木工作
品の展覧会。湯呑み完成までの段階も展
示。9月14日～1６日10時～1６時、郷土
博 物 館、 無 料、 窯 遊 会・ 村 上 ☎042-
493-7792
清瀬稲門会文化講演会▶台湾の紹介と

DVD上映「烏
う

山
さんとう

頭ダムを築いた八田與
一」。9月7日14時～1６時、アミューホー
ル、無料、清瀬稲門会・大畠☎042-491-
0572
清瀬管弦楽団第52回定期演奏会▶シュ
ーマンとブラームスのいずれも交響曲第
2番を演奏します。9月15日17時開演、
清瀬けやきホール、無料、清瀬管弦楽団
・香西☎080-9582-1６25
たねまきびと清瀬オータムコンサート

（大須賀ひでき＆高田剛志）▶元デュー
ク・エイセス大須賀ひできとチェロのコ
ンサートです。9月28日14時開演～、清

瀬けやきホール、前売り一般2,000円、
当日一般2,500円（会員1,800円）、車椅
子席1,800円、たねまきびと清瀬・國井
☎090-1880-1971
大丈夫！ 心開いて語りあえば▶不登校
・いじめで悩んでいませんか。一緒に解
決の糸口を見つけましょう。9月7日13
時30分～15時30分、きよせボランティ
ア・市民活動センター、100円（通信費
など）、にんじんの会・塩澤☎042-494-
0443
合気道護身術講習会・体験稽古▶①合気
道護身術（中学生以上の女性）、②体験

稽古（男女）参加者募集。楽しく学べます。
①10月13日13時30分～15時30分②10月
27日9時45分～11時45分、コミュニテ
ィプラザひまわり、無料、清瀬市合気道
会・足立☎080-502６-9６59
清戸道・講演会＆講師と歩く清戸道・練
馬地域、参加者募集▶①清戸道・講演会

（清戸～江戸の道）②講師と歩く（清戸道
・練馬地域）、①9月18日13時30分～1６
時30分②10月3日9時15分（練馬高野台
駅前集合）～12時、①きよせボランテ
ィア・市民活動センター②練馬高野台駅
～練馬駅、参加費1,000円（資料代2回分
含む）、傷害保険は各自加入、交通費・
飲食代などは各自実費負担、清瀬郷土研
究会・清瀬歩こう会・岡田☎090-8044-
６６5６

【市民伝言板利用案内】
●10月15日号掲載希望の「催し物」の原稿は、9月2日午前8時30分から17日までの間に受け
付け。先着25枠。
◦利用案内は、市ホームページまたは秘書広報課で配布しています。必ずご確認ください。
問秘書広報課広報広聴係☎042-497-1808 Ｆ042-491-8600 Ｍkouhou@city.kiyose.lg.jp

健康大学実技コース「ヘルシー 
食材でおいしいランチ」

　食事のバランスと生活習慣病を予
防するための食事について学びまし
ょう。 対市内在住の30歳以上の方。
先着20人 日9月2６日㈭午前10時～
午 後1時 場健 康 セ ン タ ー 費６00円

（調理実習費） 持エプロン・三角巾
・手拭きタオル 申 問9月2日から直
接窓口または電話で健康推進課成人
保健係☎042-497-207６へ

骨粗しょう症予防教室
　骨密度測定・栄養相談を受け、体
操にも参加してみませんか。 対市
内在住の18歳以上の方（骨粗しょう
症の治療または1年以内に骨密度測
定を受けていない方）。先着80人
 日10月2日㈬午前10時～正午、午後
1時～3時（20分間隔で予約制） 場ア
ミューホール 持健康手帳・動きや
すい服装（ストッキング不可） 申 問9
月2日から直接窓口または電話で健
康 推 進 課 成 人 保 健 係 ☎042-497-
207６へ

野菜セミナー
　野菜をもっとおいしく・手軽に食
べるアイデア紹介です。 対清瀬市
国民健康保険に加入している方。先
着20人 日10月10日㈭午前10時～午
後0時30分 場健康センター 持エプロ
ン・三角巾・手拭きタオル 申 問9月
2日から直接窓口または電話で健康
推進課成人保健係☎042-497-207６
へ

足裏バランス測定＆簡単ワン 
ポイントエクササイズ

　足裏のバランスを簡単にチェック！
 対清瀬市国民健康保険または後期
高齢者医療保険に加入している方。
各 日 先 着80人 日9月18日 ㈬・19日
㈭午前9時30分～11時30分、午後1
時30分 ～2時30分 場健 康 セ ン タ
ー 申 問9月2日から直接窓口または
電話で健康推進課成人保健係☎
042-497-207６へ

国民健康保険健康測定会
　血圧測定や体組成測定などを行い
ます。 対清瀬市国民健康保険に加
入している方。各日先着40人 日9月
19日 ㈭、10月25日 ㈮ 午 前9時30分
～午後3時30分 場健康センター
 申 問電話で健康推進課成人保健係
☎042-497-207６へ

健康づくり推進員運営
①中里健やかクラブ
　ハーモニカの演奏に合わせ懐メロ

や唱歌を歌います。 日9月11日㈬午
後1時30分～3時30分 場中里老人い
こいの家 直 問電話で健康づくり推
進員・田島☎042-492-5779
②さわやか健康クラブ
　浜離宮恩賜庭園を訪れ、隅田川を
船 に 乗 っ て 観 光 し ま す。 先 着40
人 日9月30日㈪午前9時30分（受け付
けは午前9時） 【集合・解散場所】清
瀬駅構内集合、浅草解散 費1,120円

（６5歳以上1,000円）。交通費などは
別途自己負担 持昼食・飲み物 申9月
5日から健康センター・生涯学習ス
ポーツ課・松山地域市民センターに
ある申込書に必要事項を記入し、上
記施設にある専用投函箱へ 問健康づ
くり推進員・宗像☎042-494-0741

認知症サポーター養成講座
　認知症サポーターを養成する講座
です。どなたでも参加できます。
 日9月11日㈬午後7時～8時30分
 場生涯学習センター 申 問きよせ社
協 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー ☎042-
495-551６へ

ふまねっと運動
　ネットを踏まずに歩くことで、歩
行機能アップ！ 日①9月10日㈫②20
日㈮いずれも午後2時～4時 場①男
女共同参画センター②竹丘地域市民
センター 費100円 直 問チームりか
すて・村松☎090-57６６ -0953

清瀬市認知症カフェ事業 
よってこカフェ

　認知症に関心がある方ならどなた
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9月10日㈫・24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9月17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

氏名・年齢・電話番号を記入し、〒
203-8555東久留米市本町3-3-1　東
久留米市環境政策課緑と公園係Ｍka
nkyoseisaku@city.higashikurume.lg.jp
へ 問東久留米市環境政策課緑と公
園係☎042-470-7753

みんなで育てよう清瀬の水辺
①空堀川河川内のごみ拾い
 日9月7日㈯午前9時30分～正午（雨
天中止） 【集合場所】梅坂橋 持飲み物
・タオル・長靴・汚れてもよい服装
②柳瀬川の生物調査・観察会
 対小学3年生以上（それ未満の方は
保護者同伴） 日9月1６日㈪午前9時
30分～正午（雨天中止） 
 【集合場所】台田運動公園遊具広
場 持飲み物・タオル・着替え・川
のなかで履く運動靴・濡れてもよい
服装 直 問①②川づくり・清瀬の会
・荒幡☎042-493-78６4
青年成人期の余暇活動支援事業

ふれあい事業（バスハイク）

 対市内在住・在勤の障害を持った
15歳以上の方（学生不可）。各日先
着25人 日10月27日㈰または11月24
日㈰午前7時50分～午後5時15分ご
ろ（集合・解散はアミュー前） 場「八
景島シーパラダイス」（神奈川県横
浜市金沢区八景島） 費2,500円 持昼
食・飲み物・タオル・身障手帳（愛
の手帳）・雨具・お小遣い（2,000円
程度） 申 問9月10日～12日（午前10
時～午後1時、午後６時～7時）に電
話で社会福祉法人清瀬わかば会・竹
野☎042-493-4821へ

歩いてサッカー！  
ウォーキングサッカー体験会

　ウォーキング感覚でサッカーを楽
しみませんか。誰でも参加できま
す。 日9月7日㈯午前10時～正午
 場コミュニティプラザひまわり
 持飲み物・タオル・屋内シューズ
・動きやすい服装 申 問一般社団法
人総合型地域スポーツクラブ清瀬キ
ラリ・沖山☎090-1857-8704へ

菊地幸夫氏

第40回消費生活展参加団体
　10月20日㈰に開催する消費生活
展で、活動発表をする団体を募集！ 
テーマは「くらしと環境」です。
 申 問9月10日までに直接消費生活セ
ンター☎042-495-６211へ
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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
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平 日 小 児
準夜間診療

▶（月～金）多摩北部医療センター（東村山市青葉町一丁目）受付時間午後７時30
分～10時30分　☎042-396-3811▶（月・水・金）佐々総合病院（西東京市田無町四
丁目）受付時間　午後７時30分～10時30分　☎042-461-1535

24時間電話で聞ける
医療機関案内

▶清瀬消防署　☎042-491-0119▶東京消防庁救急相談センター（救急車
を呼ぶか直接病院へ行くか迷った場合）☎＃7119または☎042-521-2323
▶東京都医療機関案内サービス「ひまわり」　☎03-5272-0303

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

事業・対象・内容など 日時 所場
1. 一般開放（卓球・バドミントン）
対小学生以上（小学生は保護者同伴）。先着卓球6組、バドミントン３組費おとな100円
・中学生以下50円持体育館履き・ラケット・ボール・シャトルなど
 日9月21日㈯午前9時３0分～・午後1時～・午後３時～（各2時間）

市
民
体
育

館

2. 健康増進室初回利用者トレーニング
対18歳以上で、健康増進室を初めて利用する
方費３00円

午前10時～・午後2時～・午後6時～（木
・土・日曜日と祝日は午後6時からの
回はなし。月曜日は休館）

健
康
増
進
室（
健
康
セ
ン
タ
ー
３
階
）

3. ストレッチ体操
対18歳以上の方 費３00円

毎週水・木曜日午前11時～11時３0分
・午後３時３0分～４時、
毎週金曜日午前9時３0分～10時・午
後３時３0分～４時

4. みんなで楽しくエク
ササイズ
対18歳以上の方
費３00円

パンチ＆キック体操 9月1日㈰・1４日㈯
土曜日＝午後
３時～４時
日曜日＝午前
10時～11時

エアロフィット 9月15日㈰・28日㈯
筋力アップ体操 9月22日㈰
ゆるトレ 9月8日㈰・29日㈰
入門太極拳 9月21日㈯
笑いヨガ＆ストレッチ 9月7日㈯

5. 夜間エクササイズ
対18歳以上の方 費３00円 バランスアップ体操

毎週水・金曜日午後7時３0分～8時
３0分

6. 健康・体力度テスト
　体力年齢などの確認や運動のアドバイス。
対18歳以上の方。先着5人 （前日までに要予約）
費200円

9月３日㈫・17日㈫午後7時～

9月8日㈰・22日㈰午後３時～

※2～6は15分前までに会場へ（持ち物は室内シューズ・運動できる服装・タオル・飲み物）。
※3～6に参加し、マシンの利用を希望する場合は、改めて2にご参加ください。

問1は下宿地域市民センター☎042-493-4033（バドミントンは当日午前8時
30分から要電話予約）、2～6は健康推進課健康推進係☎042-497-2075

9・10月の

実
施
日

内科の緊急患者 歯科

午前9時～午後5時 午後5時～
翌日の午前9時

午前9時３0分
～午後5時 担当医

1
日

宇都宮小児科内科クリニック
元町1-8-2☎0４2-４91-5556 山本病院

野塩1-３28
☎0４2-４91-0706

織本病院
旭が丘1‐261
☎0４2-４91-2121

※緊急時は随時受け
付けします。

　必ず事前に電話を
お願いします。

清瀬休日歯科
応急センター（清
瀬市歯科医師
会）上清戸
2‐6‐10

（きよせボラン
ティア・市民活
動センター内）
☎0４2-４91-86
11（受付時間は
午後４時３0分ま

で）

水上
医師

８
日

清瀬リハビリテーション病院
竹丘３-３-３３☎0４2-４9３-6111

本杉
医師

１５
日

ふじ井内科クリニック
元町1-11-1４☎ 0４2-４9３-7122

和気
医師

１6
日

中島医院
元町1-３-４5☎0４2-４95-6727

柏原（雄）
医師

22
日

清瀬下宿中央診療所
下宿2-３91-7☎0４2-４91-2217

筒井（大）
医師

23
日

北多摩クリニック
上清戸2-1-４1☎0４2-４96-7760

岩崎（慎）
医師

29
日

花園医院
松山３-5-1４☎0４2-４91-0３15

天川
医師

9月の

詳細はこちら
※6・7は対象者ごとに受付時間を調整しています。事前に送付する通知をご覧ください。転入して
きた方で通知が届かない場合、お問い合わせください。

郷土博物館からのお知らせ
①先人の知恵に学ぶ　「男のうどん打ち！」
　うどんが好きな方、料理がはじめての方も！ 対男性の方。先着12
人 日9月12日㈭午前9時30分～正午  費300円（材料代） 講郷土博物館職員
②秋の染物教室
　季節ならではの染色を学びます。先着20人 日9月14日㈯午前10時～
午後3時 費3,500円 講中村千代氏 持昼食・ゴム手袋・エプロン・染めた

申問1～7は健康推進課母子保健係☎042-497-2077へ、8はNPO法人ウイ
ズアイ☎042-452-9765Ｍinfo＠with-ai.netへ

事業名・対象・内容など 日時 場所
1. ママの時間
 対未就学児を持つママ 費50円（お茶代）
※別室で保育あり。初回のみ予約制。

9月25日㈬午後2時～３時３0分
（受け付けは午後1時３0分）

健康センタ
ー

2. 親子歯みがき教室
対満6か月～1歳6か月児とその保護者。先着20人
内 仕上げ磨きやおやつの選び方など。※予約制。

9月20日㈮、10月11日㈮午前9
時３0分～11時（受け付けは午前
9時から9時３0分まで）

3. 親子歯科健診
 対1歳6か月～３歳児とその保護者 内健診・歯磨
き・フッ素塗布（無料）※予約制。

月曜日または水曜日（詳細は申
込み時に案内します）

4.離乳食から幼児食へのステップアップレッスン
 対1歳～1歳6か月の子どもとその保護者。先着
15組 費試食費100円※要予約。

9月11日㈬午前10時～正午

5. 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
対①参加時に妊娠20週以降の方。先着10人②生後1か月から7か月未満までの
乳児とそのママ（当日①に参加し妊婦の方と交流できる方）。先着5組 日9月３0
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※いずれも要予約。いずれも上の子
の保育あり （先着４人、未就学児）
6. 乳幼児健康診査※  ①3～4か月児  ②1歳6か月児  ③3歳児
 対①令和元年5月②平成３0年2月③平成28年8月に生まれた乳幼児とその保
護者 日①9月10日㈫②9月３日㈫③9月17日㈫
7. 1歳児子育て相談会※
 対平成３0年8月に生まれた幼児とその保護者 日9月27日㈮

児童センタ
ー

8.身体の発達講座
療育の観点から赤ちゃんが歩き出すまでの発達
段階や発達を促すポイントをご紹介します。

 日9月３0日㈪午前10時～正午
コミュニティ
プラザひま
わり

つどいの広場（ころぽっくる・野塩・野塩出張・下宿・竹丘・元町）・k-net子育てひろば
親子で自由遊び・育児相談など    対0歳～就学前の子どもとその保護者
※ころぽっくる（ 問子ども家庭支援センター☎0４2-４95-7701）、野塩／野塩
出張／下宿（ 問NPO法人ウイズアイ☎0４2-４52-9765Ｍinfo@with-ai.net）、
竹丘／元町・k-net子育てひろば（ 問NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ
☎0４2-４４４-４5３３）で開催。いずれも直接会場へ。

物を入れるビニール袋・洗濯ばさみ2個・バケツ
③第20回テーマ展示関連講座「柳瀬川の遺跡発見」
　第1回「柳瀬川流域の縄文時代」、第2回「柳瀬川流域の古代・中世
・近世」を行います。先着30人。 日第1回＝9月21日㈯、第2回＝9
月28日㈯いずれも午後2時～3時30分 講郷土博物館職員　中野光将
④企画展「井上員男　版画平家物語」
　市民の方にご寄贈いただいた井上員男氏の「版画平家物語」屏風を展
示します。 日9月21日㈯～29日㈰午前9時～午後5時（24日㈫は休館）
⑤ミュージアムシアター「友の会共催特別アニメーション会」
　16ミリフィルムの「アニメ映画」の鑑賞と元アニメーターによ
る制作のお話しです。先着50人。 日9月26日㈭午後1時30分～
 場 申 問①②③は9月1日午前9時から電話で郷土博物館☎042-493-8585
へ（④⑤は直接郷土博物館へ）

（ 図書館からのお知らせ
①図書館事業　DVD上映会『命のビザ』
　 ナチスドイツに迫害されるユダヤ人難民にビザを発給し、6,000人の
命を救った日本人外交官杉原千畝の感動の実話「命のビザ」を上映しま
す。先着30人。直接会場へ。 日9月21日㈯午後2時～（2時間程度） 場中
央図書館
②図書館資料展示　「東京でおもてなし」
　2020年に東京で開催される、オリンピック・パラリンピックに関連し、
都立図書館を中心に、都内の公立図書館で「東京でおもてなし2019～
56年ぶりの夢～」と題し、スポーツに関する資料や、「おもてなし」の観
点から都外や外国の方に東京の魅力を知っていただく図書を展示してい
ます。市内各図書館でも、9月29日㈰まで関連図書を展示しますので、
オリンピック・パラリンピックに向け東京の魅力や日本の魅力を再発見
してみてください。
 問中央図書館☎042-493-4326 

　身近なイベントや街角の話題、各種大会で
優秀な成績を収めた方・団体などをご紹介し
ます。皆さんからの応募も受け付けています。

第１８回東京都幼年空手道選手権大会（幼年女子・形）で優勝

ラジオ体操優良団体等全国表彰を受賞

20１9年東京都少林寺拳法大会で優勝

　7月14日、東京武道館（足立区綾瀬三丁目）で「第
18回東京都幼年空手道選手権大会」が開催され、
市内の難波京那さん（清瀬しらうめ幼稚園・年長）
が、「形（幼年女子の部）」で優勝しました。
　難波さんは清瀬しらうめ幼稚園のしらうめ空
手クラブ(拳正塾）で練習に励んでおり、今後の
活躍が期待されます。おめでとうございます。

　7月28日、駒沢オリンピック公園総合運
動場（世田谷区駒沢公園一丁目）で「1000万
人ラジオ体操・みんなの体操祭」が開催さ
れ、令和元年度ラジオ体操優良団体等全国
表彰を全国から選ばれた7団体のうちの1つ
として、清瀬市ラジオ体操連盟が受賞しま
した。おめでとうございます。

　7月21日、東京武道館（足立区綾瀬
三丁目）で「2019年東京都少林寺拳法
大会」が開催され、清瀬市少林寺拳法
連盟所属の島澤良次さん・荒井英俊
さん組が男子マスターズの部で優勝、
同じく上笹貫雄介さん（清小4年）・荒
井天斗虎さん（六小4年）が小学生自由
の部で優勝しました。優勝した皆さ

難
波
京
那
さ
ん

ラジオ体操連盟の皆さんと渋谷市長

左から島澤良次さん・荒井英俊さん・上笹
貫雄介さん・荒井天斗虎さん

んは、11月23日・24日に愛知県で行われる全国大会に東京都代表として
出場されます。おめでとうございます。
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