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清瀬市長

　ラジオ体操連盟の皆さん、有難
うございました。令和の時代に入
って早速、東京都で今年唯一の全
国表彰を受章いたしました。先日、
表彰状とメダルを見せに来ていた
だき、とても嬉しかったです。
　そしてお話のなかで、この夏休
みも昨年に続いて9会場で計約
250人の会員の皆さんと一緒に、
小学生合計約600人が毎日ラジオ
体操をするとのこと。とても実り
ある貴重な子育て支援です。
　今私は多摩26市の市長会で総
務文教部会の部会長を務めていま
す。そのため、先日市長会として
東京都への来年度予算要望を都庁
で行った際、東京都教育長にも話
をしました。『今後は教育がとて
も重要になってきます。人工知能、
ロボット、スマホなどの技術がさ
らに進化していけば、便利さのな
かに子ども達はどっぷりとつか
り、現場現実から離れて、人間ら
しさがなくなっていくでしょう。
小さい時に心の真ん中で本気にな
る体験、仲間とともに感じあう体
験事がとても大切です』といった
ことを話しました。
　私は小学5年生の時に、ある大
学のお医者さんが父に『この子は
心臓が悪いので20歳まで生きら

れません』と話したのを傍にいて
聞かされてしまいました。それ以
来、私は元気でしたが水泳、マラ
ソンは全部見学となり、人生に本
気になりました。
　そこまでの体験を子ども達に求
めているわけでは全くありません
が、とにかく大汗かいて仲間と感
じ合う、それが心を育てるに違い
ないと信じています。
　だから、旭が丘団地夏祭りの、
清明小の「よさこいソーラン」は
見ていてとても感動します。一緒
にやってみたいなと思う程ですが
できませんので、『いいぞ！いい
ぞ！』と大声で檄を飛ばしました。
子ども達は、とても生き生きとし
ていました。
　さて、大汗はかかなくても、し
っかりと向かい合い、感じ受け止
める、これが大事です。今年もピ
ース・エンジェルズに、自ら手を
挙げた子ども達10人が広島平和
記念式典に参加してくれました。
『戦争の残酷さ、悲惨さを感じて、
どれだけ平和が大切か有難いかを
皆に知らせたい』という使命感な
どを結団式の時にそれぞれ語って
くれました。
　清瀬の子ども達の多くが輝いて
います。

（評）白服、夏服、その仲間で白いシャツも夏の季語。こういうのが約束の世
界の俳句の面白いところ。黒系の冬服から更衣（ころもがえ）を経て、い
っせいに白系の服になる。軽やか、さわやか。その代表が吉川君なんだ。

白いシャツ吉川君にお似合いだ� 二中１年　高橋凜基

おばあちゃんかるた意外と強かった�� 七小６年　藤原由佳
（評）日本伝統のお正月の遊びだが、もともとはカルタはポルトガル語で、南
蛮文化として日本に入ってきた。英語のカード、ドイツ語のカルテなどと
同源のことば。普段はやさしいおばあちゃんの勢いにびっくり。

プールの日100倍おいしい昼ご飯�� 八小６年　小寺佐弥
（評）「泳ぎ」が夏の季語で、そこにクロールもバタフライも含まれる。だか
ら海水浴も夏の季語。プールも温水プールは一年中あるが、やはり「泳ぎ」
関連。泳ぎが得意でプールが大好き。おなかがすくのも当然だ。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・谷村鯛夢
※�今回の俳句は「第10回石田波郷俳句大会」ジ
ュニアの部から。学年は大会時。

清瀬

◆乳がん検診
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
女性で、昨年度に市の乳がん検診
を受けていない方（検診は２年に1
度）。先着400人 場織本病院、複
十字病院、武蔵野総合クリニッ
ク 費２,000円
※平成３1年4月２0日時点で40歳
（昭和5３年4月２日～昭和54年4月
1日生まれ）の方には、6月にクー
ポン券を個人に郵送済みですの
で、申込みの必要はありません。
クーポン対象の方で、平成３1年4
月２1日以降に転入された方は、
右記までお問い合わせください。
◆子宮がん検診
対市に住民登録のある２0歳以上
（平成1２年３月３1日以前生まれ）の
女性で、昨年度に市の子宮がん検
診を受けていない方（検診は２年
に1度）。先着３00人 場宇都宮レデ
ィースクリニック費頸

けい

がん検診
1,000円・体がん検診（条件あり）
1,000円【検診期間】いずれも受診

券が届いた日から1２月２8日㈯ま
で
※乳がん検診・子宮がん検診とも
に55歳以上（昭和40年３月３1日以
前生まれ）の方は無料、また世帯
全員が住民税非課税・生活保護世
帯・中国残留邦人等支援給付対象
者はその証明書を提出すれば無料
です。 申 問乳がん検診・子宮が
ん検診いずれも8月15日から9月6
日までに直接窓口または電子申請
・はがき（下記記入例参照）で、
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）

乳がん検診・子宮がん検診（後期）

清瀬市
健康福祉部
健康推進課
健康推進係�行

乳がん検診または
子宮がん検診申込み

・住所
・氏名（ふりがな）
・生年月日
・電話番号
・検診の種類（乳がん
　のみ、子宮がんのみ、
　乳がん子宮がん両方
・受診希望医療機関
　（乳がん健診のみ）

〒２04-85116２

【はがき記入例】

健康チェックと健康づくりの年間サイクルをつくろう！

健康診査

結果説明

必要な方は
再検査・

受診

健康づくり
の実践と

継続

翌年の健康
診査へ

　日ごろの健康づくりや生活習慣の改善に、
　市の事業をご活用ください！
　健康チャレンジ・ワンポイントは、その場でできる簡単な測定と健診結
果票をもとに、自分に合った健康づくりを実践できるよう支援します。詳
しくは市報などでご案内します。問健康推進課成人保健係☎04２-497-２076

◆年に１回健診を受けましょう
　毎年健診を受けていますか？　受けている方
は継続して、２年に1回の方や受けそびれてし
まった方は、毎年受診する習慣
をつけましょう。病気を発見す
るだけでなく、体の状態を確認
・点検するために活用してくだ
さい。

◆健診の結果を確認しましょう
　健診が終わったら、健診結果を確認しましょ
う。医師からの説明を聴き、気になること、わ

からないことはその場でたずねる
ことが大切です。
　また、精密検査や再検査が必要
になった場合は、必ず検査を受け
ましょう。

◆健康生活を始めましょう、続けましょう
　健診で今の体の状態がわかったら、自分にあ
った健康管理を始めましょう。
今すぐ自分でできる取り組みと
併せて、「健康チャレンジ・ワン
ポイント」もご利用ください。

 健  診 は 毎 年 受  診 ！

比例代表選出議員選挙（届出順）

政党などの
名称

政党など
の得票数
（A）

候補者
の得票数
（B）

総数
(A)＋（B）

日本共産党 4,990 473 5,463
自由民主党 7,435 2,038 9,473
オリーブの木 86 24 110
社会民主党 608 91 699
公明党 4,029 153 4,182

国民民主党 1,156 317 1,473
日本維新の
会 1,928 247 2,175

幸福実現党 88 20 108
立憲民主党 5,313 631 5,944
労働の解放
をめざす労
働者党

26 8 34

NHKから
国民を守る
党

639 80 719

安楽死制度
を考える会 201 15 216
れいわ
新選組 1,174 979 2,153

清瀬市の投票状況
名簿登録
者数（人）

当日有権
者数（人）

投票者数
（人）

投票率
（％）

東京都選出議員選挙（在外投票含む）
男 30,017 29,846 16,046 53.76
女 32,699 32,510 17,384 53.47
計 62,716 62,356 33,430 53.61
比例代表選出選挙（在外等投票含む）

男 30,017 29,846 16,045 53.76
女 32,699 32,510 17,382 53.47
計 62,716 62,356 33,427 53.61

東京都選出議員選挙（届出順）

候補者名 得票数（票）
丸川珠代 6,195
塩村あやか 3,882
たけみ敬三 2,277
山口なつお 4,848
みぞぐち晃一 75
森純 71
山岸一生 2,871
吉良よし子 6,029
水野もとこ 980
関口安弘 94
佐藤ひとし 115
朝倉れい子 465
おときた駿 2,201
七海ひろこ 185
横山まさひろ 116
野原よしまさ 967
西野貞吉 60
大橋まさのぶ 739
大塚紀久雄 11
野末陳平 501

　7月２1日に行われた第２5回参議院
議員選挙の清瀬市の結果は以下のと
おりです。 問選挙管理委員会事務
局☎04２-497-２561
※東京都選出、比例代表選出いずれ
も按分切捨て表示です。

参議院議員選挙（清瀬市）の結果
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