
7市報令和元年（2019年）8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

★ゆずってください：なし　★さしあげます：音声体重計、2つ折りマットレス（未使用）、鳥かご
 申 問8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8回農業委員
会

8月22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。

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 4日㈬・11日㈬・18日㈬・25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
※8月15日午前8時
30分から受け付け。

人権身の上相談 4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）5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 11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）

11日㈬
午後1時～3時30分（30分×5枠）

税務相談 18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 18日㈬午後1時～3時（30分×4枠）

交通事故相談 25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
3日㈫・5日㈭・13日㈮・17日㈫・19日
㈭・27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） 19日㈭午後5時30分～午後9時

DV・モラハラ相談 4日㈬・11日㈬・12日㈭・18日㈬・26
日㈭午前10時～午後4時

法律相談 10日㈫・24日㈫午後2時～4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9 予＝予約　直＝直接　電＝電話

 申 問①～④は健康推進課成人保健係☎042-497-2076、⑤～⑦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第6回健康大学講演会
　テーマは「認知症とのつきあい方～あなたの大切
な人が認知症と言われたら～」です。健康大学生
以外の方もお気軽にご参加ください。
 講国立看護大学校　老年看護学　准教授　大竹
恵理子氏

9月8日㈰
午後1時30分～
2時50分

国 立 看
護大学校

（梅園一
丁目）

直接会場へ

②男の健康料理教室～メンズキッチン～
　バランスよく、簡単に作ることができる「親しい人
におもてなし」料理を学んでみませんか。
 対市内在住の20歳以上の男性。先着20人 費調理
実習費600円 持エプロン・三角巾・手拭きタオル
・健康手帳(お持ちでない方は当日発行します)

9月19日㈭
午前10時～午後
1時 健

康
セ
ン
タ
ー

8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40人 講健康運動指導士　
八木香氏 持タオル・飲み物・運動しやすい服装

9月12日㈭
午後1時30分～
3時20分

④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10・11
月生まれの方、及び後期高齢者医療保険加入者で
10・11月生まれの方

受診月＝9月
対象の方には8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。

⑤乳幼児救急講座
　AEDの使い方など子どもの応急処置を学びます。
 対3歳くらいまでの乳幼児の保護者・妊娠中の方。
先着25組 持母子健康手帳・子ども連れの方は子ど
ものお出かけグッズ

9月12日㈭
午前9時30分～
11時30分（受け
付けは午前9時
～）

健
康
セ
ン
タ
ー

電
話
で
申
込
み

⑥両親学級（1コース2日制）
 　1日目＝お産や栄養の話など。2日目＝赤ちゃん
の入浴方法やパパの基礎知識など。
 対妊婦とその夫または妊娠を予定している夫婦
 費1日目のみ＝100円（試食費） 持母子健康手帳（2日
目は参加人数分のエプロンと手拭きタオルも持参）

1日目＝9月13日
㈮午後1時20分
～4時、2日目＝
9月20日㈮午後
1時20分 ～4時
20分

⑦スマイルベビーきよせ　ママヨガクラス
　産後ヨガや他の母親との交流をとおして、気持ち
や身体をリフレッシュしませんか。助産師への育児
相談、おっぱいや産後のからだやこころの変化のご
相談もお受けします。また、第2子以降の母親もご
参加可能です。
 対産後1か月～7か月未満の子どもとその母親。先
着10組 持母子健康手帳・大きめのバスタオル・子
どものお出かけグッズ（保育利用者含む）・動きやす
い服装
※上の子どもの保育あり（就学前まで、先着4人、要
予約）。

9月13日㈮
午前10時～正午
（受け付けは午
前9時30分～）

8月15日から
電話で申込
み

◆市（まちづくり応援基金）へ
　匿名様3件（140,000円）
◆社会福祉協議会へ
　清瀬市シルバー人材センター様
（6,941円）
　ありがとうございました。

清瀬市議会
第3回定例会開会

　令和元年清瀬市議会第3回定例
会は、9月2日㈪から下表のとお
り開会予定です。ぜひ傍聴にお越
しください。
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

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）

※時間は、9月6日㈮の決算特別委
員会（本会議終了後）、12日㈭の
議会運営委員会（午後2時～）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

分筆されていない 
私道の非課税申告を

　公衆用道路と性格が同様で分筆さ
れていない私道、または現に道路と
して使用されていながら分筆されて
いない建築基準法上の道路は、私道
部分の面積がわかる図面を添え、年
内に申告手続きをすると、翌年度の
固定資産税・都市計画税から非課税
の適用が受けられます。
 問課税課固定資産税係☎042-497-
2042
清瀬市プレミアム付商品券の 
交付申請書を送付します

　市では8月下旬より清瀬市プレミ
アム付商品券の交付申請書を送付し
ます。送付対象者は、平成31年度
住民税非課税者（住民税課税者と生
計同一の配偶者・扶養家族、生活保
護受給者などを除く）の方です。購
入を希望される方は、同封の文書を
ご確認のうえ、交付申請書を市にご
提出ください。【申請後の流れ】交
付申請書の提出後、申請された方の
審査を行い、対象と判定された場合、
9月以降に商品券の購入引換券を送
付します【額面と購入回数】1冊につ
き4,000円で５,000円分の商品券を
最大５回まで【販売場所】市内郵便局
【販売期間】9月17日㈫から令和2年2
月末まで【使用期間】10月1日㈫から
令和2年2月末まで
【商品券が使える場所】清瀬市内の
店舗など（購入引換券に一覧を同封
予定。清瀬商工会ホームページでも
確認できます）【注意事項】プレミア
ム付商品券事業に関連した特殊詐欺
や個人情報の詐取にご注意くださ
い。自宅や職場などに市や国の職員
などをかたった電話がかかってきた
り、郵便が届いたら迷わず市役所や
警察署にご連絡ください
【その他】平成28年4月2日から令和
元年9月30日までの間に生まれた子
が属する世帯については、
9月以降順次、購入引換券
を送付します 問清瀬市プ
レミアム付商品券コール
センター☎0120-9５2-342
（8月下旬に開設予定）
東村山都市計画変更案の縦覧

【縦覧する都市計画変更の案の種類】
東村山都市計画生産緑地地区の変更
（清瀬市決定）【縦覧期間】8月1５日㈭
～29日㈭午前8時30分～午後５時（土
・日曜日を除く） 【縦覧場所】まちづ
くり課 【意見書の提出】関係住民と
利害関係者はまちづくり課に直接持
参または郵送
 問まちづくり課まちづくり係☎
042-497-2093

立科山荘　信州秋の味覚フェア
　「信州秋の味覚フェア」と題し、信
州の秋の食材を生かした、特別献立
のお得な夕食をご用意します。 日9
月28日㈯ 場清瀬市立科山荘 費おと
な9,000円（1泊2食） 申 問清瀬市立科
山荘☎0267-５1-2300または☎0120-
５4-8977（市内の固定電話のみ可）へ
身元不明者・行方不明者相談所
　相談所には身元不明で保護されて
いる方の資料などがあります。相談
の際には、探している方の写真など
本人を特定するものがありましたら
ご持参ください。新規に行方不明者
届を出される方は、最寄りの警察署
に届け出をお願いします。 期9月1
日㈰～30日㈪午前9時～午後4時
 場巣鴨とげぬき地蔵尊高岩寺会館
（豊島区巣鴨三丁目）、警視庁本部1
階鑑識課身元不明相談室（千代田区
霞が関二丁目） 問警視庁身元不明相
談室☎03-3５92-2440、警視庁生活
安全センター行方不明相談係☎03-
3５32-0098
※各警察署においても相談に応じて
います。

詳しくはこ
ちら

令和元年度第2回全国瞬時警報システム
（Jアラート）の全国一斉情報伝達試験を実施

　大規模災害などの発生時に国か
らの緊急情報を伝達する全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）を使用
した情報伝達試験が全国一斉に行
われます。市内でもすべての防災
行政無線を起動し、試験放送を行
いますので、ご了承ください。
【実施日時】8月28日㈬午前11時

◆試験放送の内容　
（上りチャイム音）「こ
れはＪアラートのテス
トです（3回繰り返し）。
こちらは防災清瀬で
す。」（下りチャイム音）
 問防災防犯課防災係☎042-497-
1847


