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第12回清瀬ひまわりフェスティバル

8月17日㈯～24日㈯　午前9時～午後4時
＼いよい

よ開幕／ ♯清瀬ひ
まわり

♯sunflo
wer～君と出会う夏～

( 最終入場は午後 3 時 50 分 )

　石井ファーム（代表：石井善輝氏）・小寺ファーム（代表：小寺宏氏）をはじめ地元の多くの農業者や関係者の方々と清瀬市農ある風景を守る会のご協力
により、約24,000平方㍍の広大な農地に約１0万本のひまわりが花を咲かせる「第１2回清瀬ひまわりフェスティバル」がいよいよ8月１7日㈯から始まります。
暑さ対策を万全にして、ぜひお越しください。なお、専用駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。また、土・日曜日は混雑が予想さ
れますので、平日や午前中のご来場をおすすめします。詳しい内容は、市報8月１日号をご覧ください。 問産業振興課産業振興係☎042-492-5１１１（内線244）

◆バスを利用する場合
①西武池袋線清瀬駅北口
2番バス乗り場（清６１系統）
グリーンタウン清戸経由、志木駅南口行き

「グリーンタウン清戸」バス停下車、徒歩
約６分
②東武東上線志木駅南口
2番バス乗り場（清６１系統） 
グリーンタウン清戸経由　清瀬駅北口行き

「下宿入口」バス停下車、徒歩約３分
◆無料シャトルバス（毎日運行）

「清瀬駅北口アミュー前臨時バス停」から
「下清戸臨時バス停」まで、毎日運行。「下
清戸臨時バス停」から会場まで徒歩7分
◆徒歩
清瀬駅北口より約３5分

ひまわりフェスティバル会場入口

ひまわりフェスティバル会場入口
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近隣の農地で
採れた野菜を
販売！
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下清戸臨時バス停

　ひまわりの開花状況や会場の様子を
ご覧いただけます。フェスティバル期
間中は毎日更新します！ 問秘書広報課
広報広聴係☎042-497-１808

Sunflower Diary ～ひまわり日記

　多言語デジタルブックアプリ「カタログポケット」
にてフェスティバルの特集号を配信予
定です！　詳しくは右記QRコードから
ご確認ください。 問秘書広報課広報広
聴係☎042-497-１808

「清瀬ひまわりフェスティバル」
特集号「カタポケ」限定配信

ピース・エンジェルズ（広島派遣生）
を今年も派遣しました

報告会・講演会・マジックショー

8月15日は終戦の日（終戦記念日）です。今年の夏も平和について考えてみませんか？  

　今年も、市内の小・中学生１0人が市の代表とし
て8月5日から7日まで被爆地である広島に行き、平
和について学んできました。

展示会
　「広島・長崎被爆関係」や「清瀬と戦争」の
パネル及び平和関係資料などの展示を行いま
す。
 日8月６日㈫～１8日㈰午前１0時～午後６時
 場クレアギャラリー（クレアビル4階）

平和映画祭
　平和に関する映画を上映します。
 日8月2３日㈮①「つるにのって（アニメ）」＝
午後2時～、②「千羽鶴」＝午後2時45分～、
③「アンゼラスの鐘（アニメ）」＝午後６時～

（②上映後と③上映前に有原誠冶監督の挨拶
あり） 場アミューホール

～核兵器のない平和な世界をめざして～

平和祈念フェスタ in 清瀬 2019

 日8月１8日㈰午後１時３0分～4時（開場は午後
１時） 場アミューホール 内報告会＝清瀬市の
代表として広島で学んだ小・中学生のピース
・エンジェルズによる学習成果の報告と市民
団体による報告、講演会＝ノーベル平和賞受
賞の核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）国
際運営委員　川崎哲氏（写真）による講演
※オープニングでマジックショーを行いま
す。

※保育あり（６か月～未就学児、上記企画課
市民協働係へ要予約）。

ピースボート共同代表。核兵器廃
絶国際キャンペーン（ICAN）国
際運営委員。2008 年から広島・
長崎の被爆者と世界を回る「ヒ
バクシャ地球一周　証言の航海」
プロジェクトを実施。2009 年～
20１0 年日豪両政府主導の「核不
拡散・核軍縮に関する国際委員会」
で非政府組織アドバイザーを務め
る。川崎哲氏

　戦争のことは経験をしていない
私でも、知っています。でも、本
で読んだこと以外にも広島に行か
ないと、分からないこともあると
思います。なので、清瀬市の代表
として平和のことを学び、たくさ
んの人に伝えていきたいです。

阿曽陽希さん

　千羽鶴を折ってみたり広島や戦
争についての事前学習をして、実
際に広島に行って触れてみる体験
が大事だと思います。広島で学習
して理解を深め、この清瀬市に住
んでいる人に伝えたいです。フェ
スタでも頑張りたいです。

末吉理歩さん

いずれも 直 問企画課市民
協働係☎042-497-１80３

◆会場内での小型無人飛行機（ドローン）などは使用禁止です。◆ひまわり畑内にペットを
連れて入ることはできません。◆会場は畑のためバリアフリーに対応しておりません。◆天
候などにより、開催期間・時間を変更または休園する場合があります。◆会場内におけるト
ラブル、事故、ケガ、盗難・紛失などにつきましては主催者は一切の責任を負いかねます。
◆真夏の炎天下での実施となりますので、熱中症対策を万全にしてお越しください。◆ひま
わりフェスティバル会場付近の近隣の商業店舗への駐車はできません。◆路線バス乗車の際、
他の目的でご利用のお客様へご不便・ご迷惑にならないようご協力をお願いします。

注 意 事 項
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東京都シルバーパスの更新手続きについて

シニアしっとく講座（4回シリーズ）

　満７０歳以上の都民の方に発行
されている東京都シルバーパス
は、９月3０日㈪が有効期限となり
ます。引き続きご利用になる方は、
更新手続きが必要です。
　現在、シルバーパスをお持ちの
方には８月下旬に東京バス協会か
ら「シルバーパス更新手続きのご
案内」が届きますので「ご案内」を
必ずお読みいただき、必要書類を
ご用意のうえ、９月中に手続きを
行ってください。
【必要書類・費用】下表１を参照
※共通必要書類は、①シルバーパ
ス更新申込書（８月下旬に郵送）②
現在使用中のシルバーパス③住所

・氏名・生年月日が確認できる身
分証明書（保険証・運転免許証な
ど）【シルバーパス臨時更新会場
・開設日時】下表２を参照
※下記会場では、更新のみの受け
付けとなります。窓口で長時間お
待ちいただくことを避けるため、
更新日時・会場を指定しています。
送付された「更新申込書」で必ず
ご確認ください。なお、新規での
申込みについては、東京都シルバ
ーパスのホームページをご覧くだ
さい。 問一般社団法人東京バス
協会シルバーパス専用電話☎０3-
53０８-6９5０（土・日曜日、祝日を
除く午前９時～午後5時）

対各回先着4０人（シリーズ受講の
方優先）。要事前申込み 場生涯学
習センター 内 日 講下表参照

 申 問地域包括ケア推進課地域包括
支援センター☎０4２-4９７-２０８２へ
※１回のみの参加も可能です。

対象区分 必要書類 費用
令和元（平成３1）年度
の住民税が「課税」の方 共通必要書類 20,510円

令和元（平成３1）年度
の住 民 税が「 非 課税 」
の方

共通必要書類の他、①「令和元（平成３1）年度介
護保険料納入（決定）通知書」の所得段階区分欄に
1～6の記載があるものか、7の記載で合計所得金
額が125万円以下、②令和元年（平成３1）年度住
民税非課税証明書③生活保護受給証明書のいず
れか1点

1,000円
令和元（平成３1）年度の
住民税は課税であるが、
平成３0年の合計所得金
額が125万円以下の方

共通必要書類の他、①「令和元（平成３1）年度介護
保険料納入（決定）通知書」②令和元（平成３1）年度
住民税課税証明書のいずれか1点

平成３0年度経過措置の
うち、平成17年度の住
民税が非課税であった
ことにより、1,000円で
パスの発行を受けた方

共通必要書類

回数・日時 時間 内容・講師

第1回　9月11日㈬

午
後
２
時
～
４
時

「そろそろ考えたい終活～エンディングノートの書き方」
さくら司法書士事務所　代表司法書士　志村理氏

第2回　10月8日㈫ 「シニアとペット　そのとき、あなたは・・・」
かわさき高齢者とペットの問題研究会　代表 渡辺昭代氏

第３回　11月7日㈭ 「なかなか聞けない相続と葬儀」
横浜市/圓定寺住職、司法書士　蟹澤秀光氏

第4回　12月10日㈫
「住み慣れた地域で最期まで・・・～知ってトクする！介
護保険と訪問看護の実際～」
信愛訪問看護ステーションほほえみ所長　上村貴代美
氏、清瀬市高齢支援課職員

会場 開設日 時間
竹丘地域市民センター 9月19日㈭・20日㈮

午前10時～
　　　　午後4時

生涯学習センター 9月３日㈫・6日㈮・26日㈭・27日㈮
野塩地域市民センター 9月10日㈫・11日㈬
中清戸地域市民センター 9月12日㈭・1３日㈮・24日㈫・25日㈬

【表1】必要書類・費用

【表２】シルバーパス臨時更新会場・開設日時

　気象衛星「ひまわり」を運用監
視している気象衛星センターの施
設見学とその業務を知り、防災気
象情報を有効に活用して、災害か
ら身を守る術を身につけましょう
！　昨年参加できなかった方から
ぜひまた企画して欲しいとの声を
受け、開催します！ 対昨年未参
加の方優先。先着２5人 日９月１８日
㈬午前１０時～１１時3０分 場気象衛
星センター（中清戸三丁目）  申 問

８月１5日からの平日午前９時～午
後5時に、直接窓口または電話で
消費生活センター☎０4２-4９5-
6２１１へ

令和元年度　消費生活講座11

防災気象情報を有効に活用して、身を守る術を身につけましょう

気象衛星センター見学と
　　　　　　　気象衛星「ひまわり」学習会

◆まずは「公的年金」を知ろう！
　長くなった老後を支えるのに欠
かせない公的年金の仕組みを知
り、人生をより豊かにするために、
心と知識、お金の準備について一
緒に考えてみませんか。先着35
人。 日９月１２日㈭午後２時～4時
 場消費生活センター 講東京都金

融広報委員会 金融広報アドバイ
ザー 音川敏枝氏 申 問８月１5日か
らの平日午前９時～午後5時に直
接窓口または電話で消費生活セン
ター☎０4２-4９5-6２１１へ
※保育あり（6か月～未就学児。
先着3人）。ご希望の方は８月１5日
～９月4日に電話で申込み。

令和元年度　消費生活講座10

老 後 の お 金 の 知 識 ～ 人 生 を よ り 豊 か に す る た め に ～

お金について学ぶセミナー２
　　　　　　　　 知って得する「年金講座」

昨年好評につき第２弾！

　清瀬消防署では毎月１回普通救
命講習を行っています。ぜひご参
加ください。表の日程以外でも、
事業者や自治会などで１０人ほど
集まって講習を実施できる場所が
あれば、指導員が出張して救命講
習を行えます。また、救命講習に
はいろいろなコースがありますの
で、気軽にお問い合わせくださ
い。 日右表参照 場清瀬消防署（中
清戸二丁目） 費１,4００円（講習テキ
ストと人工呼吸マスク代金） 

申 問直接来署または電話で清瀬
消防署救急係☎０4２-4９１-０１１９へ

清瀬消防署で普通救命講習を受けましょう

日程
8月18日㈰ 9月8日㈰
10月1３日㈰ 11月17日㈰
12月8日㈰ 令和２年1月1９日㈰
令和２年２月９日㈰ 令和２年3月15日㈰
時間はいずれも午前９時～正午

　NPO法人清瀬市体育協会主催の
第3９回清瀬市民マラソン大会を
開催します。ぜひご参加ください。
コースは市報９月１5日号（予定）で
お知らせします。 対小・中学生
＝市内在住・在学または清瀬市体
育協会傘下団体に加盟している小
学4年生～中学生の方、一般（高
校生以上）＝制限なし 日１０月１4日
㈪（受け付けは午前７時45分～８時
１5分）【集合場所】八小校庭
【種目】4㌔、７㌔（小・中学生と一
般女子の方は、4㌔のみ） 費小・
中学生＝5００円、一般＝１,０００
円 申９月１日から１5日までに、生
涯学習センター、松山・野塩出張

所、各地域市民センター、中央図
書館、児童センター、コミュニテ
ィプラザひまわりにある申込み用
紙に必要事項を記入し、費用を添
えて直接各窓口へ（小・中学生は
保護者の署名・押印が必要）
問下宿地域市民センター☎０4２-
4９3-4０33（月曜日は休館）

清瀬のまちを駆け抜けよう！

第39回清瀬市民マラソン大会参加者募集

昨年の様子（一般・男子の部）

　下清戸五丁目にある八雲神
社のおみこしが８月２5日㈰に
行われます。当日は、午後２時
から７時の間に、志木街道の
下清戸地区をおとなみこしと
子どもみこしが練り歩きます。
　前日の２4日㈯午後4時から
７時ごろまでは、模擬店でに
ぎわう宵宮が神社一帯で行わ
れます。ぜひ、お出かけくだ
さい。

　９月１日㈰午後6時ごろから中里の富士塚（中里三丁目）で、東京都指
定無形民俗文化財の「中里の火の花祭」が行われます。富士講の方た
ちが「お伝え」と呼ばれる経文を唱え、その後、午後９時ごろから富士
山の形に積み上げられた麦わらに火を付ける「お焚き上げ」が行われ
ます。

昨年の様子

昨年の様子

下清戸・八雲神社のおみこし

中 里 の 火 の 花 祭

清瀬
の

お祭り
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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

健康
診断

結果
報告
書
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広
　
告
　
欄

証明書２４２４

マイナンバー
カード

さらに便利に、使いやすく！

マイナンバーカードとは？

マイナンバーカードを取得するには？
交付時に市役所で受け取る方式（交付時来庁方式） 申請を市役所で行い郵送で受け取る方式（申請時来庁方式）

マイナンバー申請書用
の顔写真無料撮影
サービスを行います！

地方公共団体情報システ
ム機構（J-LIS）に申請 市民課窓口で申請 市で暗証番号を設定

ご注意いただきたいこと

本人限定受取郵便（特例
型）で送付

交付通知書が届いたら
市役所へ

　マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップが組み込まれたカードで、券面に
氏名、生年月日、性別、マイナンバー（個人番号）と本人の顔写真が表示されています。
　本人確認の身分証明書として利用できる他、カードに搭載されている電子証明を利用
して確定申告（e-Tax）などのサービスにもご利用いただけます。
　さらに、清瀬市では令和２年２月１日より、マイナンバーカードを使ってコンビニエン
スストアなどに設置されているキオスク端末（マルチコピー機）から、住民票の写しな
どの証明書を取得できる“コンビニ交付サービス”を開始します。

　ご本人が地方公共団体情報シス
テム機構（J-LIS）に、以下の（１）
～（３）いずれかの方法で申請し、
出来上がったカードを市役所で受
け取る方法です。
【申請方法】（１）郵送申請（※切手
不要の封筒を窓口にて配布）

（２）スマートフォンやパソコンから
（３）まちなかの専用証明用写真機
から（写真代は有料）
※各申請の手順は、マイナンバー
カ ー ド 総 合 サ イ ト

（ Ｕ https://www.
kojinbango-card.go.
jp/）をご確認くださ
い。

　完成したカードは、J-LISから
市へ送付されます。交付準備がで
きたら、市からご自宅へ「交付通
知書」（はがき）を送付しますので、
手元に届きましたら、下記「受け
取りに必要なもの」をお持ちのう
え、受付時間内に窓口へお越しく
ださい。【交付受付時間】平日午
前８時３0分～午後４時３0分、祝日
を除く土曜日午前８時３0分～正
午、午後１時～４時
【受け取りに必要なもの】本人確
認書類（※１）・通知カード・住民
基本台帳カード（お持ちの方のみ）
・印鑑

　カード受け取りは原則ご本人がお越しください。申請者が
１5歳未満または成年被後見人の場合、必ず本人と一緒に法
定代理人が同行してください（法定代理人の方は、代理権が
確認できるものと本人確認書類〔※１〕をお持ちください）。

※カード受け取りは原則ご本人がお越しください。申請者
が１5歳未満または成年被後見人の場合、必ず本人と一緒
に法廷代理人が同行してください（法定代理人の方は、代
理権が確認できるものと本人確認書類をお持ちください。

　マイナンバーカードを利用して、
清瀬市が発行する証明書を、市内だ
けでなく、全国のコンビニエンスス
トアなどに設置されているキオスク
端末（マルチコピー機）から取得で
きるサービスです。土・日曜日、祝
日に関わらず、毎日午前６時３0分か
ら午後１１時までご利用いただける
予定です（令和元年８月１日現在）。

○住民票の写し（除票、改製原は除
　く）
○印鑑登録証明書（印鑑登録をされ
　ている方のみ）

○課税・非課税証明書
○戸籍全部・個人事項証明書（清瀬
　市が本籍地の方のみ）
○戸籍の附票の写し（清瀬市が本籍
　地の方のみ）

　全国のセブン-イレブン、ファミ
リーマート、ローソンなどキオスク
端末（マルチコピー機）を設置して
いる店舗

　午前６時３0分～午後１１時

　利用者証明用電子証明書が搭載さ
れたマイナンバーカードをお持ちの
方で、１5歳以上の方
※１5歳未満の方、成年被後見人、
支援措置を受けている方は、ご利用
いただけません。

コンビニ交付サービスが始まります

※J-LIS（地方公共団体情報シス
テム機構）＝地方公共団体が共
同で運営する組織。市区町村の
委託を受けてマイナンバーカー
ドを作成する。

注 意 事 項

J-LIS 申請者

市役所

3

1

2

自転車及び歩行者専用標識

広場

広場

来庁者用
駐車場

車寄せ
人の動線
車の動線
緑・緑地

健康センター

新庁舎建物
4～6層
1万㎡

来庁者用
駐車場

J-LIS 申請者

市役所

3

1

2

自転車及び歩行者専用標識

広場

広場

来庁者用
駐車場

車寄せ
人の動線
車の動線
緑・緑地

健康センター

新庁舎建物
4～6層
1万㎡

来庁者用
駐車場

J-LIS 申請者

市役所

3

1

2

自転車及び歩行者専用標識

広場

広場

来庁者用
駐車場

車寄せ
人の動線
車の動線
緑・緑地

健康センター

新庁舎建物
4～6層
1万㎡

来庁者用
駐車場

①

④

②

③

郵送、スマホやパソコン、まちなか
の専用証明用写真機などから交付申
請をします。お手元に申請書がない
場合や、申請書に記載された氏名・
住所が変わった場合は、市民課、松
山・野塩出張所で新しい申請書を取
得してください。

市役所窓口でカードを受
け取っていただきます。

マイナン
バーカー
ドを作成
・送付し
ます。

交付通知書（はが
き）を、申請者に
送付します。

J-LIS 申請者

市役所

3

1

2

自転車及び歩行者専用標識

広場

広場

来庁者用
駐車場

車寄せ
人の動線
車の動線
緑・緑地

健康センター

新庁舎建物
4～6層
1万㎡

来庁者用
駐車場

J-LIS 申請者

市役所

3

1

2

自転車及び歩行者専用標識

広場

広場

来庁者用
駐車場

車寄せ
人の動線
車の動線
緑・緑地

健康センター

新庁舎建物
4～6層
1万㎡

来庁者用
駐車場

J-LIS 申請者

市役所

3

1

2

自転車及び歩行者専用標識

広場

広場

来庁者用
駐車場

車寄せ
人の動線
車の動線
緑・緑地

健康センター

新庁舎建物
4～6層
1万㎡

来庁者用
駐車場

　本人が市民課窓口で申請し、本
人限定受取郵便（特例型）でカー
ドを受け取る方法です。
　下記「申請に必要なもの」をお
持ちのうえ、市民課窓口までお越
しいただき、申請を行っていただ
きます。申請時には、マイナンバ
ーカードに設定する暗証番号を書
類に記入していただきます。受付
した申請書は、市からJ-LISへ送
付します（申請書は市民課窓口で
用意します）。
【申請受付時間】平日午前８時３0分
～正午、午後１時～４時
【申請に必要なもの】本人確認書
類（※１）・通知カード（申請時に
回収します。紛失された方はこの
方法で申込めない場合がありま
す）・住民基本台帳カード（お持
ちの方のみ。申請時に回収します）
・印鑑・ご本人写真（無帽無背景
・サングラスなどで顔が隠れてい
ないもので、６か月以内に撮影、
縦４.5㌢×横３.5㌢のもの）
※証明用写真機（有料）は、市役
所入り口にもあります。

◆必ず「原本」を！
　複写したものでは受け付けできません。
◆1点でよいもの
　運転免許証、住民基本台帳カード、パスポ
ート、在留カードなど、公的機関発行の顔写

真付きかつ有効期限内のもの。
◆２点必要なもの
　健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金
証書、医療費受給者証など「氏名・生年月日」
または「氏名・住所」の記載があるもの。（氏

名は住民票上に記載されているとおりのも
の。例：住民票に「清瀬太郎」と記載。清瀬
太郎は○、キヨセタロウ、きよせたろう、KI
YOSE TAROUなどは×。） 【マイナンバーカード申請に関する問合せ】

市民課住民係☎0４２-４97-２0３7

　完成したカードはJ-LISから市
へ送付されます。届いたカードに、
市職員が暗証番号の設定処理を行
います。
　

　暗証番号処理を行ったカードを、
市から本人限定受取郵便（特例型）
でご本人の住所へ送付します。

❶本人確認書類と住所・氏名が住
民票と違っていたり、郵便物に転
送をかけていたりする場合、受け
取りできません。受け取りがなく
市役所へ戻ってしまった場合、再
送はできかねます。❷代理人によ
る申請はできません。❸申請者が
１5歳未満または成年被後見人の
場合、必ずご本人と一緒に法定代
理人が同行してください。法定代
理人の方は、代理権が確認できる
ものと本人確認書類（※１）をお持
ちください。

申請者

申請者

①

市民課窓口で申請をします。
申請時、暗証番号を決めてい
ただきます。

②

マイナンバーカードを
作成・送付します。

J-LIS 申請者

市役所

3

1

2

自転車及び歩行者専用標識

広場

広場

来庁者用
駐車場

車寄せ
人の動線
車の動線
緑・緑地

健康センター

新庁舎建物
4～6層
1万㎡

来庁者用
駐車場

③

①の申請時に決めていただいた
暗証番号を市で登録後、申請者
に本人限定受取郵便（特例型）で
送付します。

本人限定受取郵便（特例
型）で送付されるので、
お受け取りください。

マイナンバーカード

表面 裏面

④

（ ※ 1） 本 人 確 認 書 類 に つ い て

　マイナンバーカードをまだお持ちでない方を対象
に、カードの申請時に必要なご本人の証明写真を無
料で撮影し、申請書類の作成までをご案内します。
　申請を検討されている方は、ぜひこの機会をご利
用ください！
対清瀬市に住民登録のある方で、マイナンバーカー
ドを初めて作成される方 場市民課
【受付期間】８月１5日㈭から先着１00人
【受付時間】平日午前9時～正午、午後１時～４時
持マイナンバーカード申請書（お手元にない場合は
再発行いたします）、本人確認書類（※１）、印鑑
※申請時来庁方式での申請を希望される方は、左記
申請時来庁方式の【申請に必要なもの（写真以外）】
をお持ちください。

今がチャンス！

この機会に、ぜひ
マイナンバーカー
ドを取得してみま
せんか？

カード発行まで約1か月かかります。コンビ
ニ交付などの利用をご希望の方は、お早めに
申請してください。

コンビニ交付サービスとは

発行できる証明書の種類

利用時間帯

利用できる方利用できるコンビニエン
スストア等

令和2年
2月1日より

身分証明用に 確定申告に コンビニ交付に

カード交付

　申請

J-LIS 申請者

市役所

3

1

2

自転車及び歩行者専用標識

広場

広場

来庁者用
駐車場

車寄せ
人の動線
車の動線
緑・緑地

健康センター

新庁舎建物
4～6層
1万㎡

来庁者用
駐車場

　申請
　申請書送付

本人限定受取
郵便（特例型）
で送付

愛称：マイナちゃん

　令和２年３月３１日をもって、市内３か所に設置されている自動交
付機は廃止となります。マイナンバーカードを作成のうえ、コン
ビニ交付サービスをご利用ください。
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【市民伝言板利用案内】
●10月1日号掲載希望の「催し物」の原
稿は、8月15日午前8時30分から9月2
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

秋季市民バドミントン大会（ダブルス
個人戦男女別A・Bクラス）▶市内在住
・在勤・在学及び連盟が認めた方。8
月25日までに申込み。9月8日9時～、
市民体育館、一般1人1,400円（ペア
2,800円 ）、中学生1人900円（ ペア
1,800円）、清瀬市バドミントン連盟
・川口☎042-497-2310（夜間）
森源太ライブin清瀬▶君は君のままで
いい。そんなメッセージを音楽にのせ
て伝えます。9月7日13時30分～（開
場は13時）、竹丘地域市民センター、
おとな（大学生を含む）2,000円、小・
中・高校生500円、未就学児無料、キ
ミはキミのままでいいプロジェクト実
行委員会・佐藤☎080-5473-1681

新米ママと赤ちゃんの会

 対令和元年6月生まれの子どもとそ
の母親（第1子の方） 日9月3日・10日
・17日・24日の火曜日午前10時～正
午 場きよせボランティア・市民活動
センター 申 問NPO法人ウイズアイ☎
042-452-9765 Ｍinfo@with-ai.netへ

すくすくクッキング
　旬の野菜を使って、素材の味を生
かした取り分けもOＫなレシピです。
楽しく調理＆試食をしながら、離乳
食や食育のお話しをしましょう。

ふるさと納税の返礼品を拡充
　市では、まちづくり応援寄附金（ふ
るさと納税）にご協力いただいた市
外在住の方へ金額に応じて返礼品を
発送していますが、8月に返礼品を
拡充しました。今回追加した返礼品
は、清瀬育成園ひだまりの里きよせ
のカフェ　サンハウス　オリジナル
ギフトセットと中村太市匠店の匠シ
リーズ「小物
置 き（ 中 ）」、
「茶たく」で
す。
 問産業振興課
産業振興係☎
042-497-2052

歯っぴークーポン配布
　フレイル、オーラル・フレイル予
防事業として「歯っぴークーポン」
を配布します（治療や検査は含みま
せん）。このクーポンで清瀬市歯科
医師会加盟歯科医院にて個別歯科指
導が受けられます。 対市内在住の
65歳以上の方。先着120人
【配布期間】9月2日㈪～
【配布場所】地域包ケア推進課窓
口 問地域包括ケア推進課地域包括
支援センター☎042-497-2082

固定資産の実地調査にご協力を
　市では毎年、市内全域の土地・家
屋の実地調査を行っています。今年
も8月下旬から翌年3月上旬までの
期間で実施します。市職員がお伺い
した場合は、ご協力をお願いします。
なお、課税されている家屋の取り壊
し・増築・用途の変更をした場合は、
下記へ至急ご連絡をお願いします。
 問課税課固定資産税係☎042-497-
2042

市営駐輪場定期利用者
　清瀬駅北口第2・第3駐輪場、秋
津駅南口・北口駐輪場の定期利用を
現地受け付けします。管理人常駐時
間は平日午前6時30分～10時30分と
午後2時30分～6時30分、バイクは
125ｃｃまで可（清瀬駅北口第2駐輪場
は平日午前6時30分～午後6時30分、
土・日曜日、祝日は午前11時30分
まで常駐、バイクは50ｃｃまで） 費自
転車は一般＝6か月7,200円・1年
14,000円、学生＝6か月5,000円・1
年10,000円。バイクは一般・学生
とも6か月12,000円・1年24,000円
（障害者手帳をお持ちの方は自転車
のみ半額） 持利用料金、割引の適用
を受ける方は学生証もしくは障害者
手帳 問シルバー人材センター☎
042-494-0903

第36回つながりカフェ
　つながりカフェは誰でも参加で
き、人と人との想いをつなげる交流
や情報交換の場です。 日9月5日㈭
①ミニミニコンサート（アコーディ
オン演奏）＝午後1時30分～2時20
分②ハンドメイド「ハーブでポプリ
を作ろう」（別途材料費50円）＝午後
2時30分～3時30分 場男女共同参画
センター 費参加費100円（コーヒー
または紅茶、
お菓子付き）
 直 問男女共同
参画センター
☎ 042 -495 -
7002

きよせ10の筋トレ
　住民主体型の仲間づくりを目的と
した運動グループを立ち上げません
か？　グループで行える筋力トレー
ニングの体験会と説明会を開催しま
す。この機会に運動グループを立ち
上げて、歩く時のバランスや姿勢を
良くしませんか？　 対市内在住で、
週1回の運動グループを立ち上げた
い方。仲間づくりをしたい方 日①9
月4日㈬②10月25日㈮いずれも午後
2時～4時 場①ひだまりの里きよせ
（梅園三丁目）②旭が丘団地第4集会
所（旭が丘二丁目） 持動きやすい服
装・タオル・飲み物など 申 問各回
の前日までに社会福祉協議会☎
042-495-5333へ
※お近くのグループの紹介もしてい
ますので、上記へお問い合わせくだ
さい。

第13回清瀬市ティーボール大会
　初心者大歓迎！　野球に似たスポ
ーツで、静止したボールを打ちます。
一般・ファミリーの部（小学生も含
む）、オープンの部（障害者を含む）
を募集します。参加チーム数によっ
ては、合同で実施します。 対市内
在住・在勤・在学の方で、10～20
人以内で構成されたチーム（試合は
10人で行います） 日9月23日㈪午前
9時～正午（予定） 場清瀬内山運動公
園サッカー場 申 問8月15日から9月
4日までに直接生涯学習スポーツ課
生涯スポーツ係☎042-495-7001へ

きよせけん玉の“Wa” 
清瀬市青少年委員協議会主催
　けん玉を通じて、技やダンスをみ
んなで音楽に合わせて楽しむ活動で
す。曲のリズムにノリながらけん玉
を体験してみませんか？　初めての
方も大歓迎！ 日9月8日㈰・23日㈪、
10月13日㈰、11月10日㈰、12月22
日㈰いずれも午前10時～正午 場児
童センター 直 問児童センター☎
042-495-7700（火曜日休館）

無料不動産相談
　不動産に関する一般相談を無料で
行います（法律・税務・売買・賃貸
など）。 日9月7日㈯午前10時～午後

男性の生き方を考える講座 
「片付け男子の出番です！」
　人生100年時代、安心で健康な暮
らし方を考える片付け講座です。先
着40人。 日9月25日㈬午前10時～
正午 場男女共同参画センター 講ラ
イフオーガナイザー　黒井せいこ
氏 申 問8月15日からの平日午前9時
～午後5時に電話で男女共同参画セ
ン タ ー ☎042-495-
7002へ
※保育あり（6か月～
未就学児、先着10人、
要予約）。

交通安全講習会
　秋の全国交通安全運動に先駆け、
交通ルール順守と安全意識向上を目
指し、交通安全講習会を開催しま
す。 日9月4日㈬午後6時～7時30分
 場アミューホール 内交通安全ビデ
オ、講話など 直 問道路交通課交通
安全係☎042-497-2096
※参加者には交通安全グッズをプレ
ゼントします。
※車でお越しの方は、クレア市営駐
車場などをご利用ください。

地域市民センターからのお知らせ
◆相続法改正と老い支度
　最近話題になっている「終活」に
ついて、わかりやすく説明します。
終了後に個別相談もあります（要事
前申込み）。先着50人。 日9月3日㈫
講座＝午後1時30分～3時、個別相

4時 場西武新宿線田無駅北口アスタ
ビル（西東京市田無町二丁目）
 直 問公益社団法人東京都宅地建物
取引業協会北多摩支部☎042-467-
3188

清瀬の自然に触れてみませんか
①夏休み昆虫観察会
 日8月17日㈯午前9時～正午ごろ（雨
天中止） 場午前8時45分に清瀬金山
緑地公園入り口へ集合
②市内自然観察会
 日9月15日㈰午前9時～正午ごろ（雨
天中止） 場柳瀬川流域（午前8時45分
に清瀬金山緑地公園入り口へ集合）
 持いずれも飲み物・タオル・帽子
・防虫対策、お持ちの方は図鑑・双
眼鏡・虫眼鏡など（蜂の活動が活発
になる時期のため、黒っぽい服装や
香水などは避けてください）
 直 問いずれも清瀬の自然を守る会
・渡邉☎042-492-0710
※当日のお問い合わせは午前7時か
ら7時30分までにお願いします。

特定外来植物駆除作業

 日①9月12日㈭②9月19日㈭いずれ
も午前9時～正午ごろ（雨天時はい
ずれも翌日に順延） 場①台田市有林
（午前8時45分に台田市有林入り口
へ集合）②金山調節池外周通路（午
前8時45分に清瀬金山緑地公園入り
口へ集合） 持いずれも飲み物・タオ
ル・帽子・軍手・防虫対策用品（可
能な方はノコギリ・カマ） 直 問いず
れも清瀬の自然を守る会・渡邉☎
042-492-0710
※当日のお問い合わせは午前7時か
ら7時30分までにお願いします。

ハーブで作ったポプリ

談＝午後5時まで 場中里地域市民セ
ンター 講東京司法書士会三多摩支
会　吉田智氏 申 問直接窓口または
電話で中里地域市民センター☎
042-494-7511へ
基礎から学べる点字・点訳講座

 対市内でボランティア活動ができ
る方 日9月6日・13日・20日・27日、
10月4日・11日の金曜日午後2時30
分～4時30分（全6回） 場きよせボラ
ンティア・市民活動センター 費
1,500円（テキスト代込み）
 申 問電話できよせボランティア・
市民活動センター☎042-491-9027
へ

「遺言・相続・成年後見」 
セミナー・無料相談会

　テーマは「つくってみようエンデ
ィングノート」です。 日①8月17日
㈯②9月21日㈯いずれもセミナー＝
午後2時～3時、無料相談＝午後1時
～4時30分 場①生涯学習センター②
野塩地域市民センター・生涯学習セ
ンター（②の生涯学習センターは無
料相談会のみ） 講行政書士　菅野有
里子氏 直 問行政書士きよせ会・花
井☎042-497-9945

複十字病院　市民健康ゼミ
　令和元年第1回のテーマは、「ス
ポーツと栄養～からだ作りのための
効果的な食べ方～」です。 日8月23
日㈮午後2時～3時 場清瀬けやきホ
ール 直 問公益財団法人結核予防会
複十字病院☎042-491-4111

 対離乳食開始前後の子どもを持つ
母親 日9月9日㈪午前10時～午後0時
30分 場コミュニティプラザひまわ
り 申 問NPO法人ウイズアイ☎042-
452-9765 Ｍinfo@with-ai.netへ

新たに加わった返礼品

競
技
の
様
子

黒井せいこ氏
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★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
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令和元年8月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,106人 （14人増）　女　38,615人 （10人増）　計　74,721人 （24人増）
◆世帯数 （ ）内は前月比　35,683世帯（34世帯増）　※人口は、外国人住民（1,292人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

　6月30日、竹丘南自治会による毎年恒例の七夕まつりが竹丘集会所の
広場で今年も開催されました。
　当日は小雨でしたが、子どもからお年
寄りまで幅広い年代の約30人が集まり、
笹の飾りつけを行いました。皆さん思い
思いの願いを短冊に込め、「ケーキ屋さ
んになりたい」などといった可愛らしい
願いや「長生きしますように」などといっ
た願いがありました。

毎年恒例！ 竹丘南自治会が七夕まつりを開催

　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。

参加された皆さん

天体観望会「恒星と惑星と衛星を
さがそう！」
　地球は太陽のま
わりをまわる「惑
星」。惑星のまわ
りをまわるのは
「衛星」です。では
地球以外の惑星に
衛星はあるでしょ
うか？　望遠鏡で確かめましょ
う。
清瀬市・小平市・東村山市・東久
留米市・西東京市の方が優先で参
加できます。

多摩六都科学館の催し物

 日9月7日㈯午後6時30分～8時
 申 問8月26日（必着）までに多摩
六都科学館ホームページにある応
募フォームまたははがきに、イベ
ント名・開催日・応募者全員の氏
名（フリガナ）・年齢（学年）・郵
便番号・住所・電話番号を記載し、
〒188ー0014西東京市芝久保町5
－10－64　多摩六都科学館☎
042-469-6100へ
※応募者多数の場合は抽選し、当
選者のみに参加券を送付します。
※8月は休館日はありません。

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

　7月27日、台田運動公園（柳瀬川流域）
で今年も「2019きよせの環境・川まつり」
が開催されました。当日は台風接近のた
め、川に入るイベントは中止となりまし
たが、環境について学べる各ブースでは、
スタンプラリーを楽しみながら熱心に話
を聞く子どもたちで賑わいました。

「2019きよせの環境・川まつり」を開催

展示ブースの様子

①映画「万引き家族」
　是枝裕和監督が家族を越えた絆を描
く衝撃の感動作です。 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（要証明）・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8月25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】柳家緑太、柳亭市童
③歌って健康！　歌声サロン
 日8月21日㈬、9月12日㈭午後2時～4
時（チケットの販売は午後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」
　アロマジェルボールをつくろう。先
着12人。日8月22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「ベビーマッサージ教室」
　赤ちゃんへのマッサージです。 対2
か月～ハイハイ前までの赤ちゃんとそ
の保護者。先着10組 日8月23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 
⑦健康タオル体操
　身近にあるタオルを使ってできる簡
単なストレッチ体操です。先着15
人。 日9月6日㈮午後2時～
3時 費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

①やさしいヨガ教室　無料体験
　初心者、高齢者の方もヨガの気持ち
よさを楽しめる教室です 対18歳以上
の方｡ 先着10人程度 日9月3日・10日
・17日の火曜日いずれも午前10時～
11時
②第6回ひまわりマルシェ開催withラ
　グビー教室開催
　「ラグビーワールドカップ応援イベ
ント、がんばれ日本ラグビー！」。ラ
グビーワールドカップ開催に伴い、ラ
グビー無料体験教室を開催！　この機
会にラグビーを体験してみよう！　雑
貨やアクセサリー、ユニークな手作り
作品、ワークショップ、パンやクレー
プ＆キッチンカーなどの飲食も多数出
店予定。子どもからおとなまで楽しめ
るイベントです。入退場自
由。お気軽にご参加くださ
い！ 日9月22日㈰午前9時～
午後2時30分（雨天中止）
 申 問②は直接会場へ。①は
電話でコミュニティプラザ
ひまわり☎042-495-5100へ

の催し物
清瀬けやきホール

の催し物
コミュニティプラザひまわり

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

コミュニテ
ィプラザひ
まわりホー
ムページ

　

①情報公開制度とは
　市が保管・保存する文書を対象
に公開する制度です。請求された
情報は、個人情報や個人財産の保
全などの理由を除き、原則すべて
公開されます。
②保有個人情報開示制度③保有特
　定個人情報開示制度とは
　市が保有する自己の個人情報の
開示を請求することができる制度
です。個人情報にマイナンバーを
含まないものが②保有個人情報、
含むものが③保有特定個人情報で
す。
【開示決定】原則請求を受けた日

の翌日から14日以内（保有特定個
人情報の開示請求については30
日以内）に開示・一部開示・非開
示の決定を行い、決定通知書で通
知します
【手数料】無料（写しの作成費用や
郵送料は実費負担）
【請求方法】①は直接窓口または
郵送、ファクスで、②③は本人で
あることを証明できる書類（運転
免許証や健康保険被保険者証な
ど）を、②は1点、③は2点持参し、
直接文書法制課文書法制係へ
 問文書法制課文書法制係☎042-
497-2031

「情報公開制度」と「保有個人情報開示制度」

①秋の邦楽コンサート
　清瀬市指定有形文化財旧森田家にて、秋の邦楽コンサートを開催しま
す。茅葺屋根の古民家で、尺八と箏による生演奏をお楽しみください。  
対小学生以上の方。先着40人 日9月7日㈯午前11時～正
午 場旧森田家（下宿二丁目）【演奏者】長谷川将山氏（尺
八）、上田麻里名氏（箏）【演奏曲】春の海（作曲：宮城道雄）、
花のように（作曲：中井智弥）、夏の思い出（作曲：中田
喜直）他
②はたおり教室
　昔から清瀬にある古い高

たかばた

機を使って裂き織りを2㍍織る体験をしま
す。先着20人。 日説明会＝9月4日㈬午前10時～正午、
実習＝9月7日㈯・8日㈰・11日㈬・13日㈮のうちい
ずれか1日いずれも午前10時～午後3時30分、講評会
＝9月25日㈬午前10時～正午 場コミュニティプラザ
ひまわり 費1,500円 講はたおり伝承の会会員 持筆記
用具・はさみ・古い木綿の布(浴衣・シャツ・布団皮 
など)・お弁当（実習日のみ）
 申 問①は直接会場へ。②は8月15日午前9時から電話で郷土博物館☎
042-493-8585へ

郷土博物館からのお知らせ

図書館事業　「子どもDVD上映会」のお知らせ
　図書館では、子どもDVD上映会「おしりたんてい　ププッっとかいけ
つ！　おしりたんていとうじょう！」を行います。見た目はおしりだけ
ど、推理はエクセレントなおしりたんてい。「フ～ム、においますね。」
が口癖で、助手のブラウンとともに、難事件を解決します。インパクト
のある見た目と紳士な振る舞い、そして、犯人を追いつめる「必殺技」
が子どもたちにウケること間違いなし。ぜひ、ご参加ください。
 対幼児～小学生。先着30人 日8月28日㈬午前11時～（60分程度）
 場 直 問中央図書館☎042-493-4326

図書館からのお知らせ

長谷川将山氏

はたおりの様子

　第2回市民ワークショップとし
て、台田の杜周辺の自然観察会を
行います。また、公園の使い方を
考えて、皆さんから意見をお聞き
します。どなたでも参加できます
のでぜひ、ご応募ください。
 日8月23日㈮午前10時～正午
【集合場所】伊藤記念公園　台田
の杜　柳瀬川通り側入り口 持動
きやすい靴・服装、帽子、飲み物
などの熱中症対策
 申 問8月22日までに直接窓口また
は電話、市ホームペ
ージにある応募フォ
ームから水と緑の環
境課緑と公園係☎
042-497-2098へ

「Kiyose花のある公園プロジェクト」

第2回市民ワークショップを開催します

詳細・応募
はこちら
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文
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（仮称）
花のある公園

集合場所案内図
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★

プロジェク
トのFacebo
okはこちら第1回目の様子
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