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平 日 小 児
準夜間診療

▶（月～金）多摩北部医療センター（東村山市青葉町一丁目）受付時間午後７時30
分～10時30分　☎042-396-3811▶（月・水・金）佐々総合病院（西東京市田無町四
丁目）受付時間　午後７時30分～10時30分　☎042-461-1535

24時間電話で聞ける
医療機関案内

▶清瀬消防署　☎042-491-0119▶東京消防庁救急相談センター（救急車
を呼ぶか直接病院へ行くか迷った場合）☎＃7119または☎042-521-2323
▶東京都医療機関案内サービス「ひまわり」　☎03-5272-0303

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

事業・対象・内容など 日時 所場
1. 一般開放（卓球・バドミントン）
対小学生以上（小学生は保護者同伴）。先着卓球6組、バドミントン３組費おとな100円
・中学生以下50円持体育館履き・ラケット・ボール・シャトルなど
 日7月6日㈯午前９時３0分～・午後1時～・午後３時～（各２時間）

市
民
体
育

館

2. 健康増進室初回利用者トレーニング
対18歳以上で、健康増進室を初めて利用する
方費３00円

午前10時～・午後２時～・午後6時～（木
・土・日曜日と祝日は午後6時からの
回はなし。月曜日は休館）

健
康
増
進
室（
健
康
セ
ン
タ
ー
３
階
）

3. ストレッチ体操
対18歳以上の方 費３00円

毎週水・木曜日午前11時～11時３0分
・午後３時３0分～４時、
毎週金曜日午前９時３0分～10時・午
後３時３0分～４時

4. みんなで楽しくエク
ササイズ
対18歳以上の方
費３00円

パンチ＆キック体操 7月7日㈰・２0日㈯
土曜日＝午後
３時～４時
日曜日＝午前
10時～11時

笑いヨガ＆ストレッチ 7月6日㈯
筋力アップ体操 7月２1日㈰
ゆるトレ 7月２8日㈰
入門太極拳 7月1３日㈯
エアロフィット 7月1４日㈰･２7日㈯

5. 夜間エクササイズ
対18歳以上の方 費３00円 バランスアップ体操

毎週水・金曜日午後7時３0分～8時
３0分

6. 健康・体力度テスト
　体力年齢などの確認や運動のアドバイス。
対18歳以上の方。先着5人 （前日までに要予約）
費２00円

7月２日㈫・16日㈫午後7時～

7月1４日㈰・２8日㈰午後３時～

※2～6は15分前までに会場へ（持ち物は室内シューズ・運動できる服装・タオル・飲み物）。
※3～6に参加し、マシンの利用を希望する場合は、改めて2にご参加ください。

問1は下宿地域市民センター☎042-493-4033（バドミントンは当日午前8時
30分から要電話予約）、2～6は健康推進課健康推進係☎042-497-2075

7・8月の

実
施
日

内科の緊急患者 歯科

午前９時～午後5時 午後5時～
翌日の午前９時

午前９時３0分
～午後5時 担当医

7
日

杉本医院
元町２-7-1☎0４２-４９２-11９９

山本病院
野塩1-３２8

☎0４２-４９1-0706

織本病院
旭が丘1‐２61
☎0４２-４９1-２1２1

※緊急時は随時受け
付けします。

　必ず事前に電話を
お願いします。

清瀬休日歯科
応急センター（清
瀬市歯科医師
会）上清戸
２‐6‐10

（きよせボラン
ティア・市民活
動センター内）
☎0４２-４９1-86
11（受付時間は
午後４時３0分ま

で）

和気
医師

14
日

清瀬診療所
元町1-1３-２7☎0４２-４９３-２7２7

倉田
医師

15
日

清瀬博済堂クリニック
竹丘２-15-15☎0４２-４10-0001

島崎
医師

21
日

川辺内科クリニック
竹丘２-1-３☎0４２-４９6-３３11

加藤
医師

28
日

宮本医院
松山1-４２-6☎0４２-４９1-05４7

筒井（晃）
医師

7月の

詳細はこちら

※6・7は対象者ごとに受付時間を調整しています。事前に送付する通知をご覧ください。転入して
きた方で通知が届かない場合、お問い合わせください。

郷土博物館からのお知らせ
年中行事「小麦の棒打ち」
　昔の農機具を使って麦の脱穀作業を体験します。ゆでまんじゅうの試
食もできます。雨天中止。 日7月7日㈰午前9時～正午【実演・指導】中里
富士山保存会、シニアクラブ喜楽会 場 直 問郷土博物館☎042-493-8585

図書館からのお知らせ
図書館事業「夏の子ども会」

申問1～7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
1. ママの時間
 対未就学児を持つママ 費50円（お茶代）
※別室で保育あり。初回のみ予約制。

7月２４日㈬午後２時～３時３0分
（受け付けは午後1時３0分）

健康センタ
ー

2. 親子歯みがき教室
対満6か月～1歳6か月児とその保護者。先着２0人
内 仕上げ磨きやおやつの選び方など。※予約制。

7月5日㈮、8月９日㈮午前９時
３0分～11時（受け付けは午前９
時から９時３0分まで）

3. 親子歯科健診
 対1歳6か月～３歳児とその保護者 内健診・歯磨
き・フッ素塗布（無料）※予約制。

月曜日または水曜日（詳細は申
込み時に案内します）

4.離乳食から幼児食へのステップアップレッスン
 対1歳～1歳6か月の子どもとその保護者。先着
15組 費試食費100円※7月1日から予約開始。

7月10日㈬午前10時～正午

5. スマイルベビーきよせ　①プレママ準備クラス②すくすく赤ちゃんクラス
対①参加時に妊娠２0週以降の方。先着10人②生後1か月から7か月未満までの
乳児とそのママ（当日①に参加し妊婦の方と交流できる方）。先着5組 日7月２２
日㈪①午後1時３0分～３時３0分②午後1時３0分～３時３0分（午後３時からは①へ
参加）。いずれも受け付けは午後1時10分※いずれも要予約。いずれも上の子
の保育あり （先着４人、未就学児）
6. 乳幼児健康診査※  ①3～4か月児  ②1歳6か月児  ③3歳児
 対①平成３1年３月②平成２９年1２月③平成２8年6月に生まれた乳幼児とその保
護者 日①7月９日㈫②7月２日㈫③7月16日㈫
7. 1歳児子育て相談会※
 対平成３0年6月に生まれた幼児とその保護者 日7月２6日㈮

児童センタ
ー

つどいの広場（ころぽっくる・野塩・野塩出張・下宿・竹丘・元町）
親子で自由遊び・育児相談など    対0歳～就学前の子どもとその保護者
※ころぽっくる（ 問子ども家庭支援センター☎0４２-４９5-7701）、野塩／野塩
出張／下宿（ 問NPO法人ウイズアイ☎0４２-４5２-９765Ｍinfo@with-ai.net）、
竹丘／元町（ 問NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ☎0４２-４４４-４5３３）で
開催。いずれも直接会場へ。

画像提供：Tokyo 2020

詳しくは
こちら

（7月1日公開予定）

　読み聞かせと工作の「夏の子ども会」を開催します。
　中央図書館では多摩六都科学館と連携し、野菜を植物として観察し、
野菜に関するクイズや野菜の切り口を使ったスタンプ作りを行います。
　夏休みの自由研究の参考に、また、ちょっと苦手な野菜について、新
しい発見をしてみませんか。いずれも40分間程度。
 対幼児～小学生。各館先着20人 内 日 場下表参照 申 問7月2日から直接窓
口または電話で各図書館へ 

7月1日から市役所敷地内が禁煙に

児童館からのお知らせ
第14回ころぽっくるバースデーフェスタ
　開館して14回目の誕生日を祝い、地域の方々と
共に子育てを応援する活動の拠点としてのアピール
をするイベントです。さまざまな楽しいブースを出
展しますので、ぜひ遊びに来てください。
 日7月15日㈪午前10時～午後4時 場 直 問児童センタ
ー☎042-495-7700（火曜日休館）
※当日は通常のおもちゃの貸し出し・学習室の利用はできません。また、
7月14日㈰は準備のため・15日㈪は月曜日のため午後5時で閉館します。

◆市（まちづくり応援基金）へ
　匿名様2件（30,000円）
　ありがとうございました。

受験生チャレンジ支援貸付
　一定所得以下の世帯に受験費用を
無利子で貸付けます。また、高校・
大学などに入学後、申請により返済

（償還）が免除されることがありま
す。 対中学3年生・高校3年生また
はこれに準ずる方、平成31年4月時
点で20歳未満の方 【貸付内容】塾代
＝上限20万円（家庭教師は対象外）、
高校受験料＝上限27,400円、大学
等受験料＝上限80,000円 申 問令和2
年1月31日までに直接生活福祉課庶

務係☎042-497-2058へ（平日午前9
時～午後4時、正午～午後1時を除
く）
※事前に電話で問い合わせたうえで
お越しください。初回相談日に申請
はできません。

　東京2020オリンピックの聖火
リレーは令和2年3月26日㈭に福
島県を出発し、全国を巡り、最後
に東京へやってきます。
　清瀬市では令和2年7月15日㈬
に聖火リレーが行われます。
　東京2020オリンピックに聖火
ランナーとして参加してみません
か？　国籍・性別は問いません。
ぜひご応募ください。
 対平成20年4月1日以前生まれの
東京都にゆかりのある方
【1人あたりの走行距離】約200㍍
 申 問7月1日～8月31日に電話で
東京都聖火ランナー選考事務局☎
03-6277-2459へ

「Hope Lights Our Way / 希望の道を、つなごう。」

東京2020オリンピック　聖火ランナー募集

※詳しくは7月1日
以降に左記事務局
または事務局ホー
ム ペ ー ジ（Ｕhtt
ps://www.tokyo-
runner.jp）へ。

　健康増進法の改正と東京都受動喫煙防止条例の施行に伴い、7月1日
㈪から市役所本庁舎敷地内は特定屋外喫煙場所（※）を除き、禁煙とな
ります。車内を含め、特定屋外喫煙場所以外で喫煙している場合は、
喫煙所へ移動をお願いします。　　 問総務課庶務係☎042-497-1819
※特定の要件を満たした屋外の喫煙場所。

タイトル 日時 場所
作ろうシャドーボックス・夏 7月２４日㈬午後３時３0分～ 下宿図書館☎0４２-４９5-5４３２
海の底のリングいれゲーム 7月２４日㈬午後３時～ 竹丘図書館☎0４２-４９5-1555
野菜のことを調べよう 7月２5日㈭午後３時～ 中央図書館☎0４２-４９３-４３２6
磁石で遊ぼう！ 7月２6日㈮午後３時３0分～ 元町こども図書館☎0４２-４９5-8666
水に絵を描いてみよう！ 8月7日㈬午後３時～ 野塩図書館☎0４２-４９３-４086


