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全編生解説プラネタリウム
「月を目指した人々～アポロ計画から50年」
　人類初の月面着陸から50年。この偉業を成し遂げたアポロ計画と
はどのようなミッションだったのか、CGシミュレーションと当時の
映像から振り返ります。星空の生解説とともにお楽しみください。先
着234人 日7月31日㈬までの午後3時50分～、水・土・日曜日（7月3日
㈬は除く）、祝日と7月20日㈯以降は午後1時10分～、午後3時50分
～ 費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
※小学2年生以下は、保護者同伴が必要です。
※7月の休館日は、1日㈪・8日㈪・16日㈫です。

多摩六都科学館の催し物

6日㈯～9月28日㈯の土曜日午前10時
～11時（月2～3回・全7回） 費1回800
円 講岡本寿美恵氏 持スカート・タオ
ル・飲み物・ウェットティッシュ
②ゆかたの着付講座～「くるみ角出し」
　を結ぼう
　1人で上手に着るコツを学びます。
先着10人。 日7月14日㈰午前10時～
11時30分 費800円 講飯岡美絵氏 持浴
衣・半幅帯・腰ひも2本

③発酵パワー学ぶ＆造る
　第4回「万能調味料甘酒＆レシピ＆
　試食」
　先着20人。 日7月20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
 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

市民農園利用者

 対市内に住所を有し、野菜など農
産物の栽培に意欲のある世帯（すで
にご利用の方は不可）

【募集農園・区画数】竹丘二丁目市
民農園・6区画 【使用期間】8月1日㈭
～ 令 和4年2月28日 ㈪ 費1区 画 月
1,500円 申 問7月17日（必着）までに
往復はがきに必要事項を記入し、産
業振興課産業振興係☎042-497-
2052へ

プレミアム付商品券 
取り扱い事業者

　消費税率の引き上げによる家計へ
の影響を緩和するとともに地域の消
費を下支えするために、住民税非課
税世帯及び乳幼児のいる子育て世帯
を対象に9月よりプレミアム付商品
券を発行します。商品券の発行に伴
い、取り扱い店の一次募集をしま
す。 【募集期間】7月1日㈪～31日㈬
 申 問電話または直接窓
口で産業振興課産業振
興 係 ☎042-497-2052、
清瀬商工会☎042-491-
6648へ

ふるさと納税返礼品の 
取り扱い事業者

　市では、ふるさと納税制度により
寄附をされた方への返礼品を提供し
ていただける事業者を募集しま

市ホームページに関するアン 
ケートへのご協力のお願い

　「清瀬市公式ホームページ」をよ

ふまねっと運動
　ネットを踏まずに歩くことで、歩
行機能アップ！  日①7月9日㈫②19
日㈮いずれも午後2時～4時 場①男
女共同参画センター②竹丘地域市民
センター 費100円 直 問チームりか
すて・村松☎090-5766-0953

り見やすく・分かりやすいサイトに
するために、市民の皆様からのご意
見を募集します。 対市ホームペー
ジをお使いになったことがある方
 【募集期間】7月15日㈪まで
 【提出方法】専用入力フォームより
（右記参照） 問秘書広報課広報広聴
係☎042-497-1808
※すべてのご意見が反映
されるわけではありませ
ん。ご了承ください。

国民年金保険料の納付が 
困難な方へ

　保険料の免除申請や納付猶予など
の制度があります。被保険者、その
配偶者、世帯主の方それぞれの所得
を確認しますので、平成31年度の
市・都民税の申告を済ませてから申
請してください。 【制度の種類】①
申請免除②納付猶予（50歳未満の被
保険者）③退職特例の申請免除④学
生納付特例 【受付期間】（令和元年度
分）①～③は7月以降受け付け開始、
④は4月1日より受付中 問保険年金
課年金係☎042-497-2049

旧被扶養者の国民健康 
保険税の軽減期間が変更

　平成31年度から下記のとおり変
更になりました。

 問保険年金課国保係☎042-497-
2048

介護認定をお持ちでない世帯 
にアンケートを送付します

　7月1日㈪に下記対象世帯に困り
ごとがないかを確認するために、ア
ンケートをに送付します。 対80歳

①映画「ボヘミアン・ラプソディ」（字
　幕版）
 日7月30日㈫午前10時30分～、午後2
時30分～（いずれも開場は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（全席自由、未就学児入場不可）
②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
③歌って健康！ 歌声サロン
 日7月24日㈬午後2時～4時（チケット
の販売は午後1時30分～） 講杉山公章
氏 費1,000円（全席自由）
④自分でつくるオリジナルおはし「お
　はし教室」
 対小学生以上。先着40人 日7月27日
㈯午後1時30分～4時 費1,500円 講㈱
兵左衛門
⑤講座「おけいこアロマ」
　シアバターでUVケア。 先着12人。
 日7月10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「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7月19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
⑧講座「写経教室７月～９月」
　各曜日先着18人。 日月曜教室＝7月
8日・8月26日・9月9日、木曜教室＝7
月4日・8月8日・9月5日いずれも午前
10時～正午 費全3回3,000円（用紙代
別） 講横田游心氏
⑨講座「健康タオル体操」
　先着15人。 日7月12日㈮、8月2日㈮
午後2時～3時 費500円 講岡﨑彩音氏
⑩そうだじゅげむやろう夏休みらくご塾
 対小学生以上。先着15人 日8月5日㈪
・7日㈬・9日㈮午後2時～3時10分
 費2,000円（3回セット） 講雷門音助氏
⑪講座「親子で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年生以上の親子。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③は直接会場へ。それ以
外（⑥は7月9日、⑪は7月1日
から）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「リフレッシュ・フラ」～美しい姿
　勢＆しなやかな自分に～
　見学・体験無料。先着15人。 日7月

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

■ 今月開催の会議・委員会
会議・委員会名 日時 場所 申込み・問合わせ 備考

第1回清瀬市史編
さん委員会

7月4日㈭
午前10時～

市役所本庁
舎

市史編さん室市史係
☎042-497-1813 傍聴希望者は

直接会場へ。清瀬市子ども・子
育て会議

7月26日㈮
午前10時～

児童センタ
ー

子育て支援課保育・幼稚
園係☎042-497-2086

す。 対市内に事業所がある企業や
個人事業者など。 【募集期間】7月1
日㈪～9日㈫ 申産業振興課にある申
込書（市ホームページからもダウン
ロード可）に必要事項を記入し、直
接清瀬商工会またはＪA東京みらい
清瀬支店指導経済課へ 問産業振興
課産業振興係☎042-497-2052

清瀬市立科山荘指定管理者
　立科山荘の管理運営業務を効果的
かつ効率的に行うため、地方自治法
の規定に基づき、指定管理者を募集
します。 【応募資格】市民保養施設
の良好な運営実績及び安定的な経営
基盤を有することなど 【指定期間】令
和2年4月1日～令和7年3月31日（5
年間） 【募集要項の配布】7月22日㈪
～31日㈬の平日午前8時30分～午後
5時に生涯学習スポーツ課で配
布 申 問8月30日午後4時までに直接
生涯学習スポーツ課生涯学習係☎
042-495-7001へ

東京都子育て支援員研修の 
受講者

　必要な知識や技術などを有する
「子育て支援員」の養成研修（地域保
育コース）です。 対市内在住・在勤
で、今後子育て支援員として就業す
る意欲のある方 申 問7月1日～16日
（必着）に子育て支援課で配布して
いる申込書に必要事項を記入のうえ
郵送で、〒163-0718新宿区西新宿2
-7-1小田急第一生命ビル18階　（公
財）東京都福祉保健財団人材養成部
福祉人材養成室子育て支援員担当☎
03-3344-8533へ

※7割・5割軽減対象世帯は、均等割額の軽
減は対象外になります。

変更前 変更後（平成31年度）

均等割額 当分の間 
5割軽減

資格取得日の属する
月から2年間は

5割軽減

所得割額 当分の間
免除 ※変更なし

でお1人世帯または75歳以上の方を
含む80歳以上の複数高齢者世帯（平
成31年4月現在） 【回答期限】7月31
日㈬ 問地域包括ケア推進課地域包
括支援センター☎042-497-2082
※返信のない方には、ご連絡や直接
訪問する場合もございます。

雨水浸透ますの設置にご協力を
　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
自動通話録音機の無料貸し出し
　電話による振り込め詐欺や電話勧
誘などの消費者被害の防止に有効な
自動通話録音機の無料貸し出しを行
います。 【対象世帯】市内在住のお
おむね65歳以上の方が居住している
世帯、自動通話録音機と接続できる
電話をお持ちの世帯 申 問7月1日か
ら電話または直接窓口で、防災防犯
課防犯係☎042-497-1848または消
費生活センタ－☎042-495-6211へ

柳泉園組合の水銀濃度 
分析計測定結果

　廃棄物焼却施設の排ガス中の水銀
濃度について、法律上基準が定めら
れていないため、自己規制値を0.05
ｍｇ／ノルマルリューベと定め測定
しています。2月～4月の測定結果
は以下のとおりです。

 問柳泉園組合☎042-470-1547また
はごみ減量推進課ごみ減量推進係☎
042-493-3750

測定施設 自己規制値 2月 3月 4月
1号炉

0.05
0.00 0.00 0.00

2号炉 0.00 0.00 0.00
3号炉 0.00 0.00 0.00

単位：ｍｇ／ノルマルリューベ

詳細はこちら

詳細はこちら

の催し物
清瀬けやきホール


