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令和元年7月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,092人 （7人増）　女　38,605人 （15人減）　計　74,697人 （8人減）
◆世帯数 （ ）内は前月比　35,649世帯（8世帯増）　※人口は、外国人住民（1,280人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

　５月２６日、東京武道館（足立区綾瀬三丁目）で開
催された「第３３回東京都小学生空手道選手権大会」
で難波由帆さん（四小･３年）が「形（小学３年女子の
部）」で準優勝し、東京都代表として全国大会出場
が決まりました。おめでとうございます。
　難波さんは清瀬しらうめ幼稚園空手道教室（拳正
塾）で練習に励んでおり、次回の大会に向けて頑張
っています。

市内小学生が空手の東京都代表として全国大会へ

　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。

準優勝した難波さん

夏の特別企画展 ロクト大昆虫展 
2019
　今生きている生
き 物 の 種 類 の う
ち、半分以上は昆
虫です。いろいろ
な環境に適応した
昆虫たちをじっく
りと観察してみま
しょう。
　ギネス級サイズのものを含めた
２000点を超える標本を展示、日

多摩六都科学館の催し物

替わりでカブトムシとクワガタム
シに触れるタッチコーナーも。
 日7月1３日㈯～9月1日㈰午前9時
３0分～午後５時（7月1６日㈫は休
館。7月17日㈬～19日㈮は閉場。
8月は午後５時３0分まで） 費入館券
おとな５00円、4歳～高校生２00円
 直 問多摩六都科学館☎04２-4６9-
６100
※7月の休館日は、1６日㈫です。
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

①そうだじゅげむきこう　夏休みスペ
　シャル
　大ホールでの落語会。ちびっこ落語
家の発表もあります。 日8月9日㈮午
後２時（ 開 場 は 午 後1時３0分 ） 費一 般
1,000円、中学生以下無料（全席自由）

【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・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）
③そうだじゅげむきこう
 日7月２1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】昔昔亭A太郎、柳亭市弥
④歌って健康！　歌声サロン
 日7月２4日㈬、8月２1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
⑤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
⑥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
⑦講座「いっしょにつくろう夏のコラ
　ージュ～プリザーブドを使って～」
 対小学３年生以上。先着10組 日8月３
日㈯午前10時～ 費２,000円
 講福井ひろ子氏 
 申 問④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第6回ひまわりマルシェ新規出店者
　募集
　雑貨、飲食、キッチンカーの新規の
方のみ募集します（有料）。希望者は1
度面接を行い、趣旨に賛同された方の
み出店していただけます。なお、昨年
参加された方は別途ご案内します。

【開催予定日時】9月２２日㈰午前9時～
午後２時３0分（雨天中止）

【募集期間】7月1５日㈪～３1日㈬各日午
後7時まで
②「ひまわりスタディルーム（自習室）」 
　開設
　夏休みの学習場所をご用意します。
お気軽にご利用ください。 対小学4年
生～高校生 日7月２３日㈫～9月1日㈰午
前9時～午後7時（月曜日休館）
※無料、入退場自由、注意
事項あり。
 申 問①②いずれも直接窓
口または電話でコミュニ
テ ィ プ ラ ザ ひ ま わ り ☎
04２-49５-５100へ

①無料夏休み子どもパソコン教室
　1日目・２日目はTシャツまたはナッ
プサック、３日目はミニカレンダー、
4日目は便せん・封筒セット、５日目
は誕生カード・絵はがきを作りま
す。 対小・中学生（小学1～３年生は保
護者の同伴が必要）。各日先着1５人
 日7月２9日㈪～8月２日㈮午後1時～4
時 費Tシャツのみ５00円
②無料パソコン・スキルアップ教室　
　（Windows10）・無料タブレット・
　スマホ基礎教室（iPad使用）
 対パソコン（Windows10）、タブレッ
ト・スマホが初めてまたは初級の方（シ
ニア大歓迎）。各先着10人 日パソコン
＝8月３日・10日・２4日・３1日の土曜
日午前10時～正午（全4回）、タブレッ
ト・スマホ＝7月18日、8月２２日の木
曜日いずれも午前10時～午後0時1５
分 申 問①②いずれも直接窓口または
電話で友遊（NPO法人情報労連東京福
祉センター）☎04２-497-8５00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夏のミュージアム・コンサート
　２019夏！ 博物館展示ホールにて、ミュージアム・コンサートを開催
します。この時期にぴったりの「ハワイアンバンド」で楽しんでみませ
んか。先着５0人。 日7月２５日㈭午後２時～【演奏者】杉山孝雄（スチール
ギター）・服部一夫（ベース）・広澤泰之（ギター）・當麻弘（ウクレレ）・
小林友子（フラ）【主な曲目】Kewalo Uka・Pua Kiele・Kaimana Hila ・南国
の夜・鈴懸の径他
②体験はたおり
　昔ながらの機を使って「さきおり」を体験します。 対小学３年生以上
 日8月２日～３0日の毎週水・金・日曜日と17日・２4日の土曜日いずれも
午前10時～午後３時（受け付けは午後２時まで） 場コミュニティプラザひ
まわり 講はたおり伝承の会会員
③博物館で宿泊体験学習！
　昔の人々の暮らしを体験しながら、縄文土器や勾玉を作ったり夕食に
郷土食のうどんを作って食べ、集団生活のなかでふるさとの歴史や文化
を学びます。 対7月２7日㈯午前10時から行う事前説明会に参加できる市
内在住の小学３年生。男女各５人 日8月２２日㈭午後1時～２３日㈮正午の1
泊２日 費３,000円（材料費など）
 申 問①②は直接会場へ。③は7月1５日午前9時から7月２６日午後５時まで
に電話で郷土博物館☎04２-49３-8５8５へ

郷土博物館からのお知らせ

図書館　児童特別展示コーナー
　図書館では、夏休みの特別展示として、各図書
館（駅前図書館を除く）でテーマに沿った図書を
新たに収集し、展示します。夏休みの読書にご利
用ください。各館のテーマは下表のとおりで
す。 期7月1６日㈫～8月３1日㈯ 問中央図書館☎04２-49３-4３２６

図書館からのお知らせ

中央
 読めばわくわく、人気者で行こう！
　「ぐりとぐら」はお好きですか。「ミッケ」「ノンタン」「ルルとララ」などなど、図
書館には多くの人気者がいます。そんな人気者たちがこの夏、中央図書館に大
集合。あたらしい人気者と出会い、物語の旅に出かけてください。

元町
こど
も

 みんなのヒーロー、見つけよう！
　多くのファンの期待に応えるスポーツ選手、どんな時でも寄りそってくれる大
切な友達、時代を作った歴史上の人物、そして頭のいい動物たち、私たちの周
りにはヒーローがいっぱい。国や時間、時代を超えて沢山のヒーロー、ヒロイン
をご紹介します。

下宿

 大人になって、やりたい仕事考えよう！
　みなさんはおとなになった時の自分を、想像したことがありますか。夢や好
きなことを思い続けていると、いつの日かそれが自分の仕事になるかもしれま
せん。自分が好きな事は何なのか、それはどんな仕事なのか、この機会に考え
てみませんか。

野塩
 歴史をつくった、人たちを知ろう！
　あの人はなぜあんなに有名になったの？ 困難のなかでどんな凄いことを、そ
してどうやってやり遂げたの？ 気になる歴史上の人物から、社会を変えた時代
のリーダーまで、これから何かを目指す時のヒントがきっと見つかるはずです。

竹丘
 夏休み、色んなことにチャレンジしよう！
　今年の夏休みは、何がしたい？　スポーツ、冒険、動物・昆虫を飼ってみる、
お料理に挑戦。今まで、やってみたかったけれどやれなかったこと、知りたかっ
たけれど調べるチャンスがなかったことに、ぜひチャレンジしてください。

　

①市役所産はちみつ「Kiyohachi」
　新商品限定販売会＆蜜源植物の
　苗木無料配布会
　清瀬市役所産はち
みつ「Kiyohachi」を使
用した新商品の限定
販売と、みつばちプ
ロジェクト会員（当
日入会可。詳しくは
右記へお問い合わせ
ください）を対象と
した、苗木の無料配
布会を4日間開催し
ま す。 日7月２３日 ㈫
～２６日㈮午前10時～
午後２時（雨天決行、
荒天中止） 場市役所正面玄関前

【販売商品】ひまわり畑マドレー
ヌ・きよはちモイスチャーハニー
ゲル・きよせはちみつカステラ・
きよはちクッキー【販売者】スイ

ーツガーデンノイ、　㈱ソーシン、
御菓子司　清月、清瀬文化スポー
ツ事業団【配布する苗木】ブルー
ベリー・オリーブ・ツツジなど
②夏休み特別企画　楽しく学ぶ純
　粋はちみつ採取体験　
 対市内在住の小学３年生～６年生と
その保護者。先着8組 日8月8日㈭
午前10時～11時３0分ごろ 場市役所
屋上 費800円（記念品の清瀬市役所
産はちみつ「Kiyohachi」1個を含む）
 申 問①は直接会場へ、②は7月19
日㈮午前8時３0分から電話で総務
課営繕係☎04２-497-1841へ
※定員になり次第締め切ります。

東京清瀬市みつばちプロジェクト

ひまわり畑マ
ドレーヌ

きよはち
モイスチャー
ハニーゲル

昨年の様子


