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①お盆限定プラネタリウム
　「ZOOM IN 宇宙～スケール体験！ スペースツア　
　ー」
　お盆はプラネタリウムで宇宙旅行へ出発！ 地球を
離れて壮大な宇宙のスケールを体感しよう！ 各日先
着234人。 日8月10日㈯～15日㈭午後5時45分～6時
30分
②3日間限定！ 「熟睡プラ寝たリウム」
　お盆の疲れをプラネタリウムでゆったりと癒しませ
んか？ 星空のもとで皆さまを快眠へといざないます。
絶対寝ないぞ！ という挑戦者も大歓迎です。各日先
着234人。 日8月16日㈮～18日㈰午後5時45分～6時
30分
 費①②いずれも 観覧付き入館券おとな1,000円、4歳
～高校生400円
 直 問多摩六都科学館☎042-469-6100
※いずれも小学2年生以下は、保護者同伴が必要です。
※当日インフォメーションにて観覧券を販売します。

多摩六都科学館の催し物

◆混声合唱教室
　学生時代に戻って思い出の曲を一緒
に歌いましょう。 日8月17日㈯・31日
㈯午後4時～5時45分 費月3,000円
◆囲碁クラブ
　囲碁好きが集まり、自由に対局して
います。お気軽にご参加ください。

 日毎週水曜日午後1時～
4時 費1回200円
 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

多摩六都
科学館ホ
ームページ

コミュニティ
プラザひまわ
りホームペー
ジ

アイレックまつりバザー用品 
提供のお願い

　10月12日㈯・13日㈰に開催する
アイレックまつりではバザーを開催
します。そのためご家庭に眠ってい
る不用品などがあれば提供をお願い
します。【募集期間】9月30日㈪まで

【募集品目】衣類・台所用品・食器
などの雑貨 【受け付け場所】男女共
同参画センター（平日午前9時～午
後5時まで） 問男女共同参画センタ
ー☎042-495-7002
※原則未使用の物で、食品や電化製
品はご遠慮ください。

公共施設再編計画（地域レベル
編）利用者アンケートの実施

　地域市民センターや老人いこいの
家、図書館、児童館などの身近な公
共施設をより使い勝手の良いものに

するため、利用者の皆様の現在の利
用の仕方や満足度、将来の施設のあ
り方に関するご意見をお聞きしま
す。 【調査期間】8月～9月ごろ
 【調査場所】各地域市民センター、
老人いこいの家、図書館、児童館な
ど 【調査方法】施設利用時に係員か
ら配布または施設に配置してあるア
ンケート用紙に回答を記入していた
だき、直接係員または回収箱へ
 問企画課企画調整担当☎042-497-
1802

令和元年第8回 
教育委員会定例会

　8月の教育委員会定例会では、令
和2年度使用の清瀬市立小・中学校
教科用図書及び清瀬市立小・中学校
特別支援学級教科用図書の採択を予
定しています。 日8月16日㈮午前9
時30分～ 場健康センター 直 問教育
総務課庶務係☎042-497-2537
※傍聴を希望する方は午前9時から
傍聴引換券を配布します。先着50
人。

雨水浸透ます設置費用の助成
　雨水浸透ますを設置することによ
って、浸水被害を減少させることが
できます。市内に個人住宅を所有し
ていて、雨水浸透ますを設置してい
ない方を対象に、設置費用の一部を
助成します。詳しくは下記へお問い
合わせください。 問下水道課施設
計画係☎042-497-2532

犬のフンは必ず 
持ち帰りましょう

　犬のフンが家の前に置き去りにさ
れていることが非常に多くなってい
ます。「清瀬市まちを美しくする条
例」第9条では、飼い犬のフンを公
共の場所などに放置することを禁止
しています。フンの始末は飼い主の
責 務 で す。 必 ず 持 ち 帰 り ま し ょ
う。 問水と緑の環境課環境衛生係
☎042-497-2099

①そうだじゅげむきこう夏休みスペシ
　ャル
 日8月9日㈮午後2時～（開場は午後1時
30分） 費一般1,000円（全席自由、中学
生以下無料） 【出演】雷門音助、三遊亭
わん丈、のだゆき（音楽パフォーマン
ス）
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（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」
　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8月6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」
 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講座「フラワーアレンジメント教室 
　・生花アレンジ」
　先着8人。 日9月28日㈯午前9時30
分 ～11時30分 費3,200円（ 器 代 別 途
500円） 講福井ひろ子氏
 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発酵パワー学ぶ＆造る
　第5回「万能調味料　塩麹＆バジル
　ペースト」
　先着20人。 日8月24日㈯午前10時
～午後0時30分 費2,000円（材料費込
み） 持エプロン・三角巾・ふきん3枚
②講座・教室（無料体験・見学あり）
◆オカリナ教室
　心を癒すやさしい音色を奏でてみま
せんか。 日8月7日㈬・28日㈬初級コ
ース＝午後2時～3時、中級コース＝
午後3時30分～4時30分 費1回800円
◆弦楽アンサンブル道場
　国際派チェリストがチェロとバイオ
リンを教える弦楽道場です。 日8月18
日㈰午後1時～5時 費4,000円

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

就学義務猶予免除者等の中学 
校卒業程度認定試験の実施

　就学義務猶予免除者などの方でこ
の認定試験に合格された方は高等学
校の入学資格が与えられます。詳し
くは、下記へお問い合わせくださ
い。 申 問東京都教育庁地域教育支
援部義務教育課小中学校担当☎03-
5320-6752へ

保育補助セミナーシルバー 
人材センター技能講習

　保育の役割、保育補助の心得、子
どもの遊びなどを学びます。
 対市内在住の60歳以上でシルバー
人材センターに未入会の方。定員
20人（応募者多数の場合は抽選） 日9
月12日㈭午後1時～4時 場清瀬けや
きホール 申 問8月1日午前9時より、
所定申込書に必要事項を記入しファ
ク ス ま た は 郵 送、 持 参 で 〒102-
0072千代田区飯田橋3-10-3 8階　
公益財団法人東京しごと財団シルバ
ー講習担当係 Ｆ03-5211-2571、ま
たは直接持参で清瀬市シルバー人材
センター☎042-494-0903へ

市内の住宅工事事業者 
（職人さん）を紹介します

　「家屋を修繕したいが、どこに頼
めばいいかわからない」「見積もり
をして欲しい」など、住宅の修理・
改築を考えている方はいませんか。

「清瀬市住宅工事あっせん事業協力
会」では、市で受け付けをされた方
に、依頼内容に応じて協力会の職人
さんを紹介しています。
　協力会には大工・土木・屋根・瓦
・水道・電気・畳・左官・建具・ふ
すま・インテリア・造園など、さま
ざまな工事に携わる職人さんがいま
す。どのような仕事でも責任をもっ
て施工します。見積もりのみでも相
談に応じます。 問産業振興課産業
振興係☎042-497-2052

の催し物
清瀬けやきホール

都営住宅（8月）

対抽せん方式＝単身者向け・単身者
用車いす使用者向け、シルバーピア

（単身者・2人世帯）、居室内で病死
などがあった住宅、家族向けポイン
ト方式＝ひとり親世帯・高齢者世帯
・心身障害者世帯・多子世帯・特に
所得の低い一般世帯・車いす使用者
世帯 【募集案内の配布期間】8月1日
㈭～9日㈮ 【申込み締切日】8月15日
㈭（必着）
 【募集案内の配布場所・時間】市役
所1階案内、生活福祉課、高齢支援
課、子育て支援課、まちづくり課、
松山・野塩出張所＝平日午前8時30
分～午後5時（平日の午後5時～午後
8時と土・日曜日、祝日は市役所夜
間受付で配布）、各地域市民センタ
ー・子ども家庭支援センター・生涯
学習センター＝各センター開館日の
開館時間内で配布 問ＪＫＫ東京（住宅
供給公社）☎0570-010-810（申込期
間内）、☎03-3498-8894（申込期間外）
※詳しくは募集案内をご確認くださ
い。

JA農業体験農園 
「みらい農園」秋作利用者

　ＪA職員指導付き、手ぶらで大丈
夫！初めての方もご安心ください。
◆利用者募集
 対車以外の交通手段で通園できる
方（家族・グループ可）【利用期間】9
月1日㈰～令和2年1月31日㈮ 場みら
い農園（中里三丁目、ＪA東京みらい
清瀬支店北側）【利用区画】22.5平方
㍍（9 ㍍ ×2.5 ㍍） 費秋 作 期 間 料 金
15,000円（種、苗、肥料、講習代、
野菜代など含む）
◆入園説明会
 日8月31日㈯午前10時～ 場みらい
農園
 申入園説明会に参加し、
利用契約を締結 問ＪA東
京みらい本店指導経済
課☎042-477-0037

自衛官
①防衛大学校学生（一般）
②防衛医科大学校医学科学生
③防衛医科大学校看護学科学生
 【応募資格】いずれも21歳未満の高
卒（見込み含む）の方 【試験日】①11
月9日㈯・10日㈰、②10月26日㈯・
27日㈰、③10月19日㈯

【受付期間】いずれも9月30日㈪（必
着）まで 問防衛省自衛隊国分寺募集
案内所☎042-324-1010
※応募方法など詳しくは、国分寺募
集案内所へお問い合わせください。

サロンマップに掲載する団体
　人と話すこと、仲間と好きな歌を
歌うこと、体操することなど、参加
を通じて交流を深める活動で、特定
の会員に限定しない活動を掲載しま
す。 【募集期間】8月末 申 問社会福
祉協議会☎042-495-5333へ

ＪA東 京みら
いホームペー
ジはこちら


