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今号の主な内容▶２面：清瀬市職員募集／4面：熱中症を予防しましょう！／５面：新庁舎建設工事に伴う来庁者用駐車場などの位置変更について

所信表明（要旨）

　６月 10日に開会した清瀬市議会第 2回定例会で、３選を果たした渋谷金太郎市長が、向こう４
年間の市政運営の基本的な方針を表明しましたので、その要旨をお知らせします。
　なお、所信表明の全文は、市のホームページに掲載しています。

「市民の皆さんが元気で
幸せなまち　清瀬市」を実現

「 安 全 で 安 心 し て 暮 ら せ る ま ち 」に

「子どもが生きる力、
　　　考える力を身につけられるまち」に

「 個 性 あ る 文 化 あ ふ れ る ま ち 」に

「 自 然 豊 か で 快 適 に 暮 ら せ る ま ち 」 に

「 産 業 に よ る 活 気 の あ る ま ち 」 に

「 持 続 可 能 な ま ち 」 に

「誰もが健幸で元気に暮らせるまち」に

「安心して子どもを産み育てられるまち」に

　清瀬市には、尊い歴史や文化、良
好な環境や自然景観があります。そ
れらを守り、個性ある文化が生まれ
るまち、自分たちのまちを自分たち
で創ろうとする都市格の高いまちづ
くりには、さまざまな人々が『共感』

し合うことが必要です。
　そのために、しっかりと情報を発
信し、市民の皆さんとの『信頼』、
議会の皆さんとの『信頼』を築きな
がら、『共感』と『信頼』に基づく
まちづくりを進めてまいります。

　先日の総合水防訓練では、清瀬消
防署や清瀬市消防団など各関係機
関、自治会、PTA、ボランティアの
皆さんの他、清瀬中学校、清瀬小学
校の子どもたちもボランティアとし
て参加してくれました。地域の防災
力をさらに高め、「自助、互助、共助、
公助」により、災害に強いまちづく
りを進めてまいります。

　未来を担う子どもたちはまちの宝
であります。そうした子どもたちに
対する教育の大切さ、教育の持つ力
は、自分自身の体験からも実感して
おります。
　体験活動による「命の教育」や、「清
瀬市郷土資料集」による学習をとお

　清瀬市には、先人たちが築いた個
性ある歴史や文化があります。こう
した魅力を発信し、私も引き続き積
極的にトップセールスをして、さま
ざまな人たちと共感することで、清
瀬市の魅力を高め、住んでみたい、

　都市計画街路事業を計画的に進め
る他、歩道拡幅など快適で安全なま
ちをつくります。
　また、伊藤ヨシ様から遺贈いただ
いた土地を活用した「（仮称）花のあ
る公園」や、清瀬橋下の親水公園を
整備し、柳瀬川回廊を充実させます。

　品質の高い農産物を生産する農業
経営の支援や、清瀬産野菜の地産地
消をさらに進め、農業の元気なまち
をつくります。
　また、健幸ポイントや子育てクー
ポン事業に市内で使える商品券を活
用するなど、事業間連携を図り、商

　少子高齢化や人口減少が進むなか
税収の減少が見込まれる一方で、市
民ニーズは多様化し、行政に課され
る使命は質、量ともに大きくなって
います。そうしたなか、我々は、最
小の経費で、最大のサービスを提供
できるよう常に事務事業の改革、改
善に努め、持続可能な財政運営を
図っていかなければなりません。
　そのため、清瀬市まちづくり基本
条例に基づき、市と市民が互いに責
任を果たし、信頼に基づくまちづく
りを進めるとともに、地域のコミュ

　市民の皆さんが幸せに暮らしてい
ただくためには、まずは健康である
ことです。これまでも、各種がん検
診の助成や成人歯科検診の実施、健
幸ポイント事業や脳トレ元気塾な

　人口減少社会を迎え、子育て支援
の充実は活気あるまちづくりのため
に欠かせない施策であります。引き
続き、保育園の待機児童の解消に努
めるとともに、子育てクーポン事業
をはじめ、各種の子育て支援事業を
進め、子育てが楽しいまちをつくり
ます。
　また、安心して子どもを産み、育

　そして、災害対策の拠点となる新
庁舎の建設は、令和３年５月に新庁
舎での業務開始に向け計画どおり進
めます。また、下宿及び野塩地域市
民センターについては、計画を前倒
しして耐震化を進めます。
　さらに、近年、多発している台風
や集中豪雨に備え、雨水幹線の整備
を進めてまいります。

して、子どもたちの豊かな人間性を
培うとともに、自ら進んで考え、判
断し、表現できるよう基礎学力と体
力の向上を図ってまいります。
　また、学校の適正規模、適正配置
を検討し、地域連携による学校教育
を進め、教育環境の充実に努めます。

住み続けたいまちをつくります。
　そして、「清瀬市と結核医療の尊
い歴史」については、世界の人たち
と共感し、世界文化遺産に向け取り
組んでまいります。

　さらに、現在、都市計画マスター
プランの改定に取り組んでおります
が、少子高齢化、人口減少社会を迎
えるなか、20 年先を見据えたまち
づくりについて都市計画の視点から
しっかりと議論し、長期的な方針を
お示ししたいと考えております。

工業者の安定した経営を支援し、商
工業の活性化に努めてまいります。
　「清瀬ひまわりフェスティバル」
は、市内最大のイベントに発展して
おりますので、農商工の連携により、
渋滞対策や安全対策などにも万全を
期し、さらに盛り上げてまいります。

ニティ活動や市民活動を支援し、地
域を自分たちで良くしていこうとす
る都市格の高いまちをつくります。
　また、他市の状況を見るなかで受
益者負担の見直しや、民間委託化の
検討、公共施設の再編など行財政改
革を進めます。
　さらに、各種証明書のコンビニ交
付やごみの戸別収集など市民サービ
スの向上を図るとともに、職員には
引き続き「現場力」の大切さを訴え、
多摩 26 市で一番の窓口対応を実現
してまいります。

ど、健康増進、介護予防事業に取り
組んでまいりましたが、さらに、健
幸都市を目指し、各種健康施策を積
極的に進めてまいります。

てられる環境を整えるため、清瀬市
版ネウボラ事業を進め、妊娠期から
出産、子育て期にわたる切れ目のな
い支援を行います。
　そして、清瀬駅南口地域への児童
館の建設については、多世代の交流
ができるような施設を、公共施設再
編と連動しながら進めてまいりま
す。

～『共感』と『信頼』を大切に、まちづくりを進めます～
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清 瀬 市 職 員 採 用 試 験

明日の清瀬を一緒に考え、
　　　　　    よりよいまちを創造する仲間を募集します。令和 2 年度採用予定

手をつなぎ　心をつむぐ　みどりの清瀬

K I Y O S E

私たちと一緒に
働きませんか？

職種 受験資格 募集
人数

一般事務 平成4年4月２日から平成10年4月1日までに生まれた方

若
干
名

一般事務
（障害者採用）

平成２年4月２日から平成1２年4月1日までに生まれ、申込時点
で身体障害者手帳・精神保健福祉手帳のいずれかの交付を
受けた方で、活字印刷物による筆記試験に対応できる方

一般事務
（土木技術）

昭和55年4月２日以降に生まれた方で、申込時点で1級また
は２級土木施工管理技士の資格を有する方

一般事務
（社会福祉士）

昭和55年4月２日以降に生まれた方で、申込時点で社会福祉
士の資格を有する方

正規職員募集職種

新
庁
舎
完
成
イ
メ
ー
ジ

入庁して 1年後の令和 3年 5月
から新庁舎で業務開始予定！

　市では、令和2年度採用予定の
清瀬市職員（正規職員）を募集し
ます。試験の詳細は、募集要項を
ご覧ください。
　皆様からの応募
をお待ちしていま
す。
 問職員課職員係☎
042-497-1843 詳細はこちら

6月17日㈪から7月8日㈪
募集要項配布

までの平日午前 9時～午後 5時
市役所 2階職員課

※市ホームページでの公開は、
6 月 15 日㈯から行います。

採用試験申込受け付け
7月7日㈰・8日㈪

午前 9時～正午、午後 1時～ 5時
生涯学習センター（アミュービル 5階）

採用試験申込受付所

現場力重視
一次試験

7月28日㈰
令和元年

に実施

従来型公務員試験対策 不要
人物重視で、筆記試験は教養試験と事務能力検査のみ！

POINT!
専門
試験

ナシ！
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清瀬市長

　とても有り難いことです。JICA
（独立行政法人国際協力機構）も喜
んでくれました。来年４月から使わ
れる小学校の社会科の教科書に、
清瀬の結核研究所が国際協力のテ
ーマで掲載されたことです。JICA
の機関誌に載せたいそうです。
　国際結核研修はJICAが５７年間、
発展途上国から医療関係者を呼ん
で研修を企画してきたのです。私
がこの研修の尊さに気づかなかっ
たら、国の緊縮財政の流れのなか
で終了していたかもしれません。
石川信克前結核研究所所長から、
その話を聞いたことがあります。
　清瀬市も一緒に共感していくこ
と が 大 事 な の で す。６月４日、
J:COMの番組「長っと散歩」のロケ
で「愛のあるまち清瀬」として紹介
しました。６か国９人の医療関係者
の皆さんをおもてなししながら、
『清瀬讃歌』の「～好きだよ、清瀬
～」のところを一緒に歌ってもら
いました。
　続いて、日本BCG研究所で撮影
をしました。結核予防薬BCGワク
チンを日本では清瀬でだけ製造
し、６0年近く前からユニセフをと
おして世界に輸出し、現在では年
に100か国５千万人分を供給して
います。世界でも、日本株ワクチ

ンはとても評価が高いのです。そ
れだけ清瀬は世界を助けているの
です。
　次に日本社会事業大学（昭和２1
年設立）です。キリスト教の「神の
無償の愛」の象徴、アガペ像の御
前で、大学校歌を紹介しました。
『汚濁、貪

どんらん

婪（欲に狂いまくる）す
さぶ世に　睦

むつ

ぶ　久
く お ん

遠の夢一つわ
れらは茲

ここ

に　結ぶなり』です。ま
さに清瀬は愛のまちだから都心か
ら移ってきたに違いありません。
　ラストは特別養護老人ホーム
「上宮園」に鎮座されている、
1２７0年作上宮太子像（1６歳の聖
徳太子）の御前です。『聖徳太子　
本当は何がすごいのか』（田中英道
著・扶桑社）によれば、「和を以て
貴しと為す」に聖徳太子が込めた
意味について、“当時の人は「和」
を「やわらぎ」と読みました。「や
わらぎ」とは、日本人の非常に感
性的な人間関係のやさしさ、なめ
らかな動きを意味しています。「や
わらぎ」というのは、人間の共同
体を作るときの自然の感情なので
す”と解説しています。
　まさに『清瀬讃歌』の４番、「～や
わらぎの心が通

か

よう柳瀬川～」で
す。本当に清瀬はとても有り難い
まちです。

（評）梅雨は日本付近に発生する梅雨前線による長雨の時期で、１か月以上す
っきり晴れた日が続きませんね。天上の神様が字を書きながら誤って墨
をこぼしたので、白い雲があのように汚れてしまったのだそうです。

神様が墨をこぼして梅雨空に� 五中１年　𠮷岡宏

せみがなき鳥がさえずりぼく指揮者�� 三小４年　大村優人
（評）春から夏にかけて鳥が家の近くに来てよくさえずります。それに鳴き
声がちがういろいろなせみが加わると、頭のなかはもうオーケストラの
ようです。ぼくのからだや手足は自然に指揮者の動きになっています。

サングラスおとなのかおに変身だ�� 芝小２年　高橋知花
（評）サングラスには強い光から目を守るはたらきと、顔の表情をカッコよ
く見せたり、こわい感じに変えたりする効果があります。お母さんのサ
ングラスをかけたら、テレビドラマの出演者のように変身できました。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・永井潮
※�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

　夏季期間、市内学童クラブで働
いていただけるアルバイトを募集
します。【募集人数】若干名 期７月
22日㈪～８月30日㈮の平日（期間
は相談に応じます）午前８時30分
～午後５時 場市立学童
クラブ（市内に１0施設）
【時給】保育士・社会福
祉士・教員免許などの
資格あり＝１,0７0円、
資 格 な し ＝１,020

円 申 問７月3１日（消印有効）まで
に履歴書に必要事項を記入し、写
真貼付のうえ有資格者の場合は資
格証明書のコピーを添えて持参ま
たは郵送で子育て支援課学童クラ

ブ 係 ☎042-49７-
20８9へ
※公共交通機関利
用の場合のみ交通
費支給。昼食は持
参。

　７月2１日㈰に執行が予想され
る、参議院議員選挙の期日前投票
所における投票立会人を募集しま
す。 対清瀬市の選挙人名簿に登
録されている、１８歳～20歳代の
方（７月6日現在）
【職務内容】期日前投票日におい
て、投票が公正に行われるよう立
ち会います【報酬】日額１2,８66円
（源泉徴収後の金額） 場 期健康セ
ンター＝７月５日㈮～７月20日㈯午
前８時１５分～午後８時１５分（休憩
あり）、生涯学習センター＝７月
１6日㈫～７月１9日㈮午前9時１５分
～午後9時１５分（休憩あり） 

申 問6月3日～2８日の平日午前9時
～午後５時に、選挙管理委員会事
務局にある応募用紙（市ホームペ
ージからもダウンロード可。下記
ＱＲコード参照）に必要事項を記入
し、直接選挙管理委員会事務局☎
042-49７-2５6１へ
※昼食・夕食は各自でご用意くだ
さい。また、交通費の支給はあり
ません。選挙期日が正式に決まっ
ていないため、期間が変更になる
場合があ
ります。

学童クラブで働きませんか？

学童クラブ 夏季アルバイト募集

投票立会人になってみませんか？

若年層（18歳～20歳代）の期日前投票立会人

　市では、20歳～64歳の方を対
象とした「新体力テスト」を行っ
ています。このテストは、文部科
学省の新体力測定を基準に行われ
る体力測定です。テスト実施後に
は、測定結果をもとにスポーツ推
進委員が体力増進・維持のアドバ
イスを行います。この機会に、自
身の体力を測定してみませんか。
対市内在住・在勤・在学の20歳
～64歳の方 日6月１6日㈰午前の部
＝午前9時～9時30分受け付け・
午前１１時30分終了予定、午後の
部＝午後１時30分～午後2時受け

付け・午後4時終了予定 場十小�
持運動できる服装・体育館履き・
タオル・飲み物【測定種目】握力
・上体起こし・長座体前屈・立ち
幅とび・反復横とび・20㍍シャ
トルラン直問生涯学習スポーツ課
生涯スポーツ係☎042-49５-７00１
※20歳未満、6５歳以上の方も参
加できますが、年齢によって実施
種目が異なるため、正確な診断結
果は出ませんので、ご了承くださ
い。

新体力テスト

【上体起こし】両腕を組み、30秒間
で両肘と両大腿部がついた回数を記
録します。

【反復横とび】左右のラインを超す
か触れるまでサイドステップしま
す。20秒間行います（2回実施）。

【立ち幅とび】両足を軽く開き、両
足を同時に踏み切って前方へ飛びま
す。

【長座体前屈】長座姿勢から、計測
機をまっすぐ前方にできるだけ遠く
へ滑らせます。

下記以外の各種目につい
て詳しくはこちら

①技能功労者表彰
【表彰の基準】多年にわたり同一
の職業に従事し、その功労が顕著
と認められ、次のいずれにも該当
する方。
㋐５年以上継続して市内に居住し
　ている方
㋑30年以上にわたり技能者とし
　ての経験を有する60歳以上の
　方
㋒優れた技能を持ち後進の模範と
　なっている方
【対象となる職種】石工、タイル工、
造園・植木職、鳶職、大工、左官職、
建具職、表具経師、畳職、塗装工、
配管工、桶職、和・洋裁師、理容師、
美容師、板金工、調理師、製菓技

術職、豆腐製造職、電気工事士、
時計修理士、写真師、下駄職、製
靴職、印刻師、クリーニング師、
はり・きゅう・あんま・マッサー
ジ・指圧師、農業従事者など

②市民表彰
【表彰の基準】市民または市に関
係のある個人・団体で、市の公益
に関して特に功労が顕著と認めら
れ、その行為が20年以上継続し
ている方等【推薦方法】 問6月2８日
までに下記各係にある推薦書に必
要事項を記入し、直接①は産業振
興課産業振興係☎042-49７-20５2
へ、②は秘書広報課秘書係☎042-
49７-１８0７�へ
※いずれも自己推薦は不可。

優れた技能をお持ちの方などを推薦してください

【お詫びと訂正】市報５月15日号１面において誤りがありました。「令和4年4月までの4年間」
とありますが、正しくは「令和５年4月までの4年間」です。関係者の皆様にご迷惑をおかけし
たことをお詫びし、訂正いたします。

詳しくは
こちら
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広
　
告
　
欄

み ん な で 声 を か け あ っ て

を 　　 しましょう！熱中症　予防
問健康推進課成人保健係☎042-497-2076

熱中症とは…？
　高温多湿な環境下で、体内の水
分や塩分のバランスが崩れたり、
体温調節機能がうまく働かなかっ
たりすることによって、体内に熱
が溜まって起こります。

室内にいれば大丈夫…？
　屋外だけでなく、室内で何もし
ていないときでも発症します。す
だれやカーテンで直射日光を遮
る、換気をして屋外の涼しい空気
を入れる、必要に応じてエアコン
などの冷房を使用するなど、部屋

に熱がこもらないように気をつけ
ましょう。

いつごろから…？
　7～８月に救急搬送は多くなりま
すが、熱中症の発症は、梅雨の合
間に突然気温が上昇した日や、梅
雨明けの蒸し暑い日など、身体が
暑さに慣れていないときに起こり
やすいことを覚えておきましょう。

どのような症状なの？
　めまいや立ちくらみ、大量の汗、
頭痛、吐き気などさまざまな症状
があります（右表も参照）。

①温度に気を配ろう
　今いるところの温度や、これか
ら行くところの温度を温度計や天
気予報で知るようにしましょう。

②飲み物を持ち歩こう
　いつでもどこでも水分補給がで
きるように、飲み物を持ち歩きま
しょう。

③休息をとろう
　寝苦しい夜は、空気の通り（気
流）をよくしたり、通気性の良い
寝具を使うなどして、ぐっすり眠
れる工夫をしましょう。

④栄養をとろう
　朝ごはんをしっかり食べるこ
と、バランスよく食べることも大
切です。夏は暑さでエネルギーを
消耗しやすいです。夏バテを甘く
見ないで、無理なく栄養補給をし
ましょう。

⑤声をかけあおう
　家族やご近所同士で、「水分と
ってる？」など声を掛け合いまし
ょう。

　新庁舎建設工事を行うため、6
月20日㈭より市役所本庁舎及び健
康センター前の来庁者用駐車場位
置を変更します。現在の駐車場は
新庁舎建設地となるため、工事フ
ェンスで囲われ、使用することが
できなくなりますのでご注意くだ
さい。
　市役所及び健康センターへ自動
車でお越しの際は、右図を参照し、
市役所東側来庁者用仮設駐車場を
ご利用ください。また、バス停位
置の変更はありませんが、車いす
使用者用駐車場及び来庁者用駐輪
場は右図のとおり位置を変更しま
す。なお新庁舎建設工事中は、現
庁舎で継続して業務を行います。
　工事開始に伴い、来庁者用駐車
場・駐輪場の位置変更や、大型車
両の通行などにより、近隣の皆さ
ま及び来庁の皆さまにはご不便と
ご迷惑をお掛けしますが、安全に

工事を進めていきますので、ご理
解とご協力をお願いします。
問新庁舎建設室☎042-497-1８05

新庁舎建設工事に伴う
来庁者用駐車場などの位置変更について

けやき通り

清
瀬
小
学
校

市
役
所
通
り

来
庁
者
用
仮
設
駐
車
場

※

一
部
公
用
車
含
む

来
庁
者
用
仮
設
駐
車
場

健康センター

第２庁舎

市役所　本庁舎

新庁舎建設工事区域

工
事
事
務
所

⇔　歩行者通行路　⇔

⇔　歩行者通行路　⇔
⬆
⬇
　
　車
路

　
　⬆
⬇
　
　車
路

　
　⬆
⬇

＝駐輪場（４か所）

車いす駐車場

　３市（清瀬市・東久留米市・西
東京市）で起業を目指す、起業し
ている女性たちが出展するフェス
タを開催します。
日11月2３日㈯午前11時～午後4
時 場男女共同参画センター
◇出展者募集◇
　起業に一歩踏み出そう！ 対女
性が事業活動の主体で、拠点を３
市いずれかに置き３市で事業活動
をしている団体または個人
【出展内容】ブース出展＝物販、
サービスの紹介、飲食など。ブー
ス内でのミニワークショップ可

（ブース台のサイズ：1８0㌢×45
㌢を予定）。ワークショップ出展

（50分程度・6～８人向けのプログ
ラム）は、決定後調整
【出展者応募方法】7月12日（午後
5時必着）までに、男女共同参画
センター他公共施設に置いてある
出展申込書（市ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記
入し、商品やサービスのイメージ
がわかる写真、必要書類（営業許
可書、資格書など）を同封のうえ、
郵送または直接男女共同参画セン
ター☎042-495-7002へ
※書類選考のうえ、出展者を決定。
※出展者は当日保育をつけること
ができます（無料）。出展申込時
に申し出てください。

女性起業応援事業2019
キ ヨ セ de フ ェ ス タ

杉浦 保彦さん（71歳）
元警視庁警部補（警察功労）

髙山 巖さん（79歳）
埼玉大学名誉教授（教育研究功労）

　清瀬市では次の方々が受章されました。おめでとうございます

瑞宝単光章 瑞宝中綬章

三島 三夫さん（71歳）
元警視庁警部（警察功労）瑞宝双光章

春 の 叙 勲

　10月1日以降有効な義務教育就
学児医療費助成制度医療証（マル
子医療証）については、平成３1年
度の所得額（平成３0年中の収入額
・控除額・扶養人数等）を基に審
査を行います。
　所得制限額の超過によりマル子
医療証の資格がなかった方で、所
得額が所得制限内（右表参照）に
なった方は、新たに交付申請が必
要です。交付を希望される方は、
下記申請期間内に申請してくださ
い。【申請期間】6月17日㈪～８月
３0日㈮ 持①対象児童の健康保険
証（郵送の場合は健康保険証の写
し）②印鑑③来庁者の身元が確認
できる書類（運転免許証、健康保
険証など） 問子育て支援課助成係
☎042-497-20８８

【参考：所得額の確認目安】
◎給与所得者のみの方＝源泉徴収
票の「給与所得控除後の金額の欄」
◎自営業者などで確定申告をして
いる方＝確定申告書の「所得金額
の合計の欄」
※申請期間経過後も随時受け付け
ますが、助成開始日が遅れる場合
がありますのでご注意ください。

義務教育就学児医療費助成制度の
申請はお済みですか？

扶養親族等
人数 所得制限額（円）

0人 6,220,000
1人 6,600,000
2人 6,980,000
3人 7,360,000
4人 7,740,000
5人 8,120,000
6人 8,500,000

所得制限額

◇清瀬で学ぶ世界の医師・看護師
　たち～結核研究所JICA国際研
　修受講生と話そう～
　結核医療で世界的に名高い清瀬
市と結核のかかわりを、市民の皆
さんに知っていただくための「KIY
OSE国際会議」を今年も開催しま
す。 日7月6日㈯午後1時～4時
 場児童センター 内第1部＝アルパ
奏者・池山由香氏による演奏、講
演「療養所の町から世界の健康都
市KIYOSEへ」（演者：結核予防会
結核研究所名誉所長 森亨氏）、パ

ネルディスカッション「結核対策
のオリンピック・パラリンピック
をKIYOSEで（通訳あり）」座長：結
核予防会結核研究所所長 加藤誠
也氏、五中吹奏楽部による演奏、
第2部＝「ＪIＣＡ国際研修受講生と
話そう！」高校生・大学生など若
い世代とＪIＣＡ国際研修受講生との
交流の場を設けます。国際協力や
医療、英語に関心をお持ちの皆さ
んの参加をお待ちしています。
直 問公益財団法人結核予防会本
部☎0３-３292-9211

第３回　世界を結核から守る

“ K I YO S E国際会議 ”

熱 中 症 の 基 礎 知 識

熱中症予防のための５ つのポイント

症 状 が 出 た ら ・ ・ ・

重症度Ⅰ（軽）めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらない
重症度Ⅱ（中）頭痛、吐き気、体がだるい（倦怠感）、虚脱感

重症度Ⅲ（重）意識がない、けいれん、体温が高い、呼びかけに対し返事がおかしい、まっすぐに歩けない・走れない

注意すべき環境因子
□気温が高い、湿度が高い
□風が弱い、日差しが強い
□照り返しが強い
□急に暑くなった

□こまめに水分補給をする
□エアコン・扇風機を上手に使用する
□シャワーやタオルで体を冷やす
□部屋の湿度を測っている
□暑いときは無理をしない
□涼しい服装をしている、外出時には日傘と
　帽子を使用する
□部屋の風通しを良くする
□緊急時・困ったときの連絡先を確認している
□涼しい場所・施設を利用する

予防方法をチェックしよう！

１

２

３

涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩
め、安静に寝かせる。
エアコンをつける、扇風機・うちわなどで風を当
て、体を冷やす。

首元やわきの下・太も
もの付け根など、太い
血管の部分を冷やす。 飲めるようなら、水分

を少量ずつ取らせる

出展者
募集

暑くなるから、
こまめに水分を
とろうね！

　「清瀬ウッドチップ」は、市内
でせん定した樹木から製造してお
り、庭などに深く敷き詰めること
で、日光を遮断し、雑草の発芽を
抑制する効果があります。人気商
品のため、納品までに時間がかか
ることがありますので、お早めに
ご予約ください。なお、市内在住
の方には、5袋以上の購入で自宅

にお届けするサービスも行ってい
ます。ぜひご利用ください。
【販売商品】「清瀬ウッドチップ」
「園芸用清瀬スモー
ルチップ」【価格】各
1袋200円（45 ㍑ 袋
に約7㌔） 問総務課
営 繕 係 ☎042-492-
5111（内線524）

「清瀬ウッドチップ」絶賛販売中！

旭日小綬章
齊藤 正彦さん（74歳）平成３1年2月17日ご逝去
元清瀬市議会議員（地方自治功労）

　呼びかけや刺激を与えても反応が
おかしい、応えない（意識障害があ
る）場合、口から水分を補給すると
誤って水分が気道に流れ込む可能性
があります。
　また“吐き気を訴える” “吐く”とい
う症状は、すでに胃腸の動きが鈍っ
ている証拠です。これらの場合は、
口からの水分補給が危険な場合もあ
りますので、救急車を呼びましょう。

◆冷やす場所のポイント
　体の表面近くに太い静脈がある場所を冷やす
ことが最も効果的です。首元・わきの下・太も
もの付け根（鼠径部）などです。そこに保冷剤
や氷枕（なければ自動販売機で買ったペットボ
トルや缶）をタオルで包んで冷やしましょう。

◆補給ポイント
　冷たい飲み物を飲ませましょう。冷たい飲み
物は、上昇した体温を下げることにもつながり
ます。同時に、脱水状態の改善にもなります。
応答が明瞭で、意識がはっきりしているなら、
水分を口から与えましょう。

環境省熱中症予防情報サイト
熱中症予防に関する情報（「暑さ
指数」など）が発信されています。

熱中症を
侮らないで！

水分補給の注意点
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談・受け付けは午後2時～3時30
分） 場クレアギャラリー（クレアビ
ル4階） 直 問きよせボランティア・
市民活動センター☎042-491-9027

第20回記念 
けやきロードフェスティバル
　けやきロードフェスティバルは、
今年で20回目を迎えます。例年は7
月の開催でしたが、今年は8月開催
に変更となります。ステージ出演や
出店に関するお知らせなどの詳細は
清瀬北口むつみ会ホームページをご
覧ください。 日8月18日
㈰午後1時～8時 場けやき
通り 問清瀬北口睦会商店
街振興組合・風見☎042-
493-7657

第35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7月4日㈭
①紙芝居＝午後1時30分～2時20分
②ハンドメイド「新聞で作るエコバ
ッグ」（無料）＝午後2時30分～3時
30分 場男女共同参画センター
 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

夏休み、親子で学ぶごみの 
ゆくえと再生！

　柳泉園組合と日の出町にある二ツ
塚処分場を見学後、つるつる温泉で
休憩します。 対市内在住の親子（小
学生以上）。先着60人 日7月29日㈪
午前8時～午後5時30分
【集合・解散】市役所本庁舎 申 問6月
17日～28日（土・日曜日を除く）の
午前8時30分～午後5時に電話でご
み減量推進課ごみ減量推進係☎
042-493-3750へ

各地域市民センターからのお知らせ
◆中清戸地域市民センター
夏のアイテム、クラフトバッグを作
ってみませんか？
　初級編・中級編に分かれて制作し
ます。 対18歳以上の方。各日先着
10人 日①初級編＝6月28日㈮午前
10時～午後3時②中級編＝7月5日㈮
午前10時～午後4時 費①1,800円②
2,300円 持昼食・ボンド・はさみ・
洗濯ばさみなど 場 申 問直接窓口ま
たは電話で中清戸地域市民センター
☎042-494-7211へ
◆竹丘地域市民センター
親子でつくる七夕飾り
　手ごろな大きさの笹竹に、短冊や
七夕飾りをつけて楽しみましょう。
ミニ縁日も同時開催します。先着
30人 日7月4日㈭午前10時～午後3
時 費200円 場 申 問竹丘地域市民セ
ンター☎042-495-1717へ

清瀬の自然に触れる活動に 
参加してみませんか

　金山調節池管理作業です。
①事前作業
 日6月20日㈭午前9時～正午ごろ（雨
天時は25日㈫） 場金山調節池（集合
＝午前8時45分に清瀬金山緑地公園
入口）
②定例作業（河川月間参加行事）
 日7月6日㈯午前9時～午後2時30分
ごろ（雨天時は7日㈰） 場金山調節池
（集合＝午前8時45分に金山調節池
奥広場） 持①②ともに飲み物・タオ
ル・帽子・長靴・軍手・可能な方は
カマ・ノコ（②は昼食・温かい汁物
用の汁椀かコップも） 直 問清瀬の自
然を守る会・渡邉☎042-492-0710
※当日は午前7時までにお問い合わ
せください。

ボランティア・市民活動見本市
　ボランティア・市民活動団体の活
動紹介、募集情報の掲示、相談、夏
の体験ボランティア受け付けなどを
行います。 日7月2日㈫～7日㈰（相

市営住宅の入居者
【募集戸数】1DＫ1戸（1人以上世帯対
象）、2DＫ2戸（3人以上世帯対象）
【募集案内の配布期間】6月20日㈭～
28日㈮【申込み締切日】7月1日㈪（消
印有効）
【募集案内の配布場所・時間】市役
所1階案内、まちづくり課、子育て
支援課、高齢支援課、生活福祉課、
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・日曜日は市役所夜間受け
付けで配布）、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  問まちづくり課まち
づくり係☎042-497-2093

小学校水泳指導補助員
　小学校での授業や、夏休み中の水
泳指導補助員を募集します。
【資格】100㍍以上泳ぐことができ、
心身が健康な18歳以上60歳未満の
方（高校生不可）【任用期間】9月下旬
ごろまで 場市内各市立小学校
 申 問市ホームページからダウンロ
ードできる臨時職員登録申込書また
は市販の履歴書に必要事項を記入
し、写真を貼付のうえ、直接窓口ま
たは郵送で指導課指導事務係☎
042-497-2554へ

令和元年度　清瀬市子ども・ 
子育て会議の委員

　「清瀬市子ども・子育て支援事業
計画」の策定・点検・評価などを行
う清瀬市子ども・子育て会議の委員
を募集します。【応募資格】7月1日
現在で市内在住・在勤・在学で子育
て支援に関心がある方。3人程度
【任期】8月1日～令和3年7月31日ま
での2年【会議開催回数】年2回～7回
（開催中の保育あり）  申 問6月17日

【市民伝言板利用案内】
●8月1日号掲載希望の「催し物」の原稿
は、6月17日午前8時30分から7月1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

写真展示会　写友清新会▶美しい自然
を求めて会員が捉えた風景と花の写真
を展示します。6月17日～23日いずれ
も10時～17時（初日は15時から）、クレ
アギャラリー（クレアビル4階）、無料、
写友清新会・高橋☎042-495-4154
「子どもを受動喫煙から守る」ための
意見交換会～市議会議員・市長立候補
者へのアンケート・その他資料を基に
▶子どもを受動喫煙から守る方策・喫
煙防止教育のあり方への意見交換（喫
煙者・日本たばこ産業関係者を除く）。
6月29日13時30分～15時、清瀬けや
きホール、無料、市民の健康を守る会
・大森☎090-6009-4474

女性起業支援講座2019
　テーマは「語るより語られる時代
互いに応援しながら地域がたのしく
なるIT活用術」です。先着40人。
 日7月7日㈰午後0時30分～3時30
分 場男女共同参画センター 講株式
会社創庵代表取締役　佐々木博
氏 申 問6月14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）。

ひきこもりママ会in清瀬
　「子どもや家族のため」ではない
ゆっくりと自分を解きほぐす時間を
持ちませんか。 対子育て中または
子育て経験のあるひきこもりなどの
生きづらさを抱える当事者や経験者
の女性（あくまでも当事者向けのた
め、ひきこもりの子どもを持つ方は
ご参加いただけません） 日7月11日
㈭、9月11日㈬いずれも午前11時～
午後1時30分（開場は午前10時40分、
途中参加・退出可） 講新ひきこもり
について考える会世話人　林恭子
氏、Next Commons Labディレクタ
ー　室井舞花氏 直 問男女共同参画
センター☎042-495-7002
※保育あり（6か月～未就学児、先
着10人、要予約）。

令和元年 
女性のココロとからだの講座
　テーマは「イライラと上手に向き
あおう！　アンガーマネジメント」
です。 対子育て世代の保護者、家
庭や職場でイライラすることがある
方など。先着40人 日7月13日㈯午前
10時～正午 場男女共同参画センタ
ー 講オフィス悠々代表　高田しの
ぶ氏 申 問6月14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、7
月3日までに要予約）。

男女参画週間記念講演
　テーマは「なぜ無罪？　なぜ防げ
ない？ ～女性と子どもへの暴力・
性暴力・虐待のつながりを見極める」
です。先着40人。 日7月20日㈯午後
2時～4時 場男女共同参画センタ
ー 講武蔵大学社会学部教授　千田

エコバッグ

清瀬北口
むつみ会ホ
ームページ

有紀氏 申 問6月14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）。

とことこ公開講座
　テーマは「学齢期から思春期へ～
各発達期でのつまづきを理解した上
で未来の希望につなげるために」で
す。 対発達障害にかかわるすべて
の支援関係者。先着200人 日7月13
日㈯午後1時30分～4時 場児童セン
ター 講児童精神科医　木村一優氏
 申 問電話またはファクス、メール（件
名に「講座申込み」）で氏名・所属（あ
れば）・連絡先を子どもの発達支援
・交流センターとことこ☎042-495-
3030 Ｆ042-495-3031 Ｍtocotoco@
kiyose-hattatsu.jpへ

東京病院第13回市民公開講座
　テーマは①「『お茶でむせる』は要
注意！ ～飲みこみの障害とその対
策について」②「排尿障害について」
です。 日7月21日㈰午後2時～4時（開
場は午後1時30分） 場東京病院（竹丘
三丁目） 講①リハビリテーション科
医長　伊藤郁乃②排尿器科医長　山
中優典 直 問東京病院経営企画室☎
042-491-2111

～28日に子育て支援課窓口で配布
する申込書及び応募理由書（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、直接窓口または
郵送で子育て支援課保育・幼稚園係
☎042-497-2086へ
シルバー人材センター女性会員
　女性限定の入会説明会を開催しま
す。会員登録いただいた方にはもれ
なく粗品を進呈！　なお、入会には
研修会の受講が必須です。 対市内
在住の原則60歳以上の健康で働く
意欲のある女性（就業先多数あ
り） 日説明会＝6月26日㈬午後1時
30分～、研修会＝7月8日㈪午後1時
30分～ 場 直 問シルバー人材センタ
ー☎042-494-0903

夏の体験ボランティア2019 
参加者

　夏休み期間中に、市内の保育園や
高齢者・障害者などの施設や病院、
自然保護などのさまざまな団体にお
いてボランティア体験ができるイベ
ントです。 対小学生～おとな（プロ
グラムにより異なります） 期7月22
日㈪～8月31日㈯ 費無料（ボランテ
ィア保険300円に必ず加入） 申7月1
日～13日に直接きよせボランティ
ア・市民活動センター窓口または社
会福祉協議会ホームページにある申
込みフォームから申込み 問きよせ
ボランティア・市民活動
センター☎042-491-9027
※詳しくは、社会福祉協
議会ホームページなどを
ご覧ください。

TAMA市民塾塾生
　「はじめてのフラダンス」、「『雲隠
六帖』を読む―『源氏物語』のその後」
など全15講座を開講します。
【開講期間】6か月コース＝10月～令
和2年3月、10か月コース＝10月～
令和2年7月 場多摩交流センター（府
中 市 寿 町 一 丁 目 ） 費3,000円 ～
10,000円（講座により異
なります）【申込期限】7月
16日㈫（消印有効）まで
  問TAMA市 民 塾 ☎042-
335-0111
※申込み方法など詳しく
は、TAMA市民塾ホーム
ページをご覧ください。

社会福祉
協議会ホー
ムページ

TAMA市民
塾ホームペ
ージ（東京
市町村自
治調査会
ホームペー
ジ内）

高田しのぶ氏
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★ゆずってください：振袖
申 問6月17日午前9時から電話で消費生活センター☎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6回農業委員
会

6月20日㈭
午前9時～

コミュニテ
ィプ ラ ザ
ひまわり

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。

ざまな活動を行っています。一緒に
活動する会員を随時募集しています
ので、興味のある方は下記へお問い
合わせください。近隣の支部長をご
紹介します。
 問清瀬消防署☎042-491-0119

東京消防庁アプリ運用開始！
　５月から「東京消防庁アプリ」の運
用を開始しました。内容は、キュー
タが質問に答える「チャットボッ
ト」、もしもの時の安心サポート「緊
急ツール」、消防施設やイベント情
報をお知らせする「マップ
＆スケジュール」、「消防
クイズ」などです。ぜひ、
ご利用ください。 問清瀬
消防署☎042-491-0119

平成３１年度労働保険の 
年度更新について

　平成31年度の労働保険料（労災保
険料と雇用保険料）の申告・納付期
限は7月10日㈬までです。詳しくは、
東京労働局ホームページをご覧くだ
さい。【申告書の提出先・問合せ】直
接窓口または郵送で〒102-８307千
代田区九段南1-2-1九段第
3合同庁舎12階　東京労
働局労働保険徴収部適用
・事務組合課☎03-3５12-
162８

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 3日㈬・10日㈬・17日㈬・24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
※6月17日 午 前8時
30分から受け付け。

人権身の上相談 3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）4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 10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）

10日㈬
午後1時～3時30分（30分×5枠）

税務相談 17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 17日㈬午後1時～3時（30分×4枠）

交通事故相談 24日㈬
午後1時～3時30分（50分×3枠）

予直電防犯（犯罪被害者
支援なども含む）相談

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
2日㈫・4日㈭・12日㈮・16日㈫・18日
㈭・26日㈮・30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） 18日㈭午後5時30分～午後9時

DV・モラハラ相談 3日㈬・10日㈬・11日㈭・17日㈬・25
日㈭・31日㈬午前10時～午後4時

法律相談 9日㈫・23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7 予＝予約　直＝直接　電＝電話

 申 問①～⑥は健康推進課成人保健係☎042-497-2076、⑦は健康づくり推進員・村野☎042-492-
2894へ

事業名・対象・内容など 日時 場所 申込み
①第4回健康大学講演会
　講演会のテーマは「早く気づいて、脳を守ろう！―
脳梗塞の予防と最新治療―」です。健康大学の大
学生以外の方もお気軽にご参加ください。先着
130人。
 講公立昭和病院　脳神経内科　部長　本間温氏

7月13日㈯
午後2時～3時30
分

ア
ミ
ュ
ー

ホ
ー
ル

直接会場へ

②健康大学実技コース「美筋アップ教室」～ウエイ
トコントロールをしたい方～　
 　気になる体の部分を引き締めるなど筋力アップ
をしたい方、ぜひ参加してみませんか。
 対市内在住の60歳以上で医師からの運動制限が
ない方。先着30人 持タオル・飲み物・運動しやす
い服装・室内用運動靴

7月10日㈬
午前10時～11時
30分

健
康
セ
ン
タ
ー

6
月
17
日
か
ら
直
接
窓
口
ま
た
は
電
話
で
申
込
み

③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家庭料理
を、基礎から学んでみませんか。
 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)

7月25日㈭
午前10時～午後1
時

④禁煙教室
　禁煙教室は禁煙の必要性や効果を確認し、禁煙
への取り組みを始める教室です。禁煙の話、禁煙
成功者の話、呼気中の一酸化炭素の測定などを行
います。この機会に一緒に禁煙に取り組みません
か。 対市内在住の方。先着10人

7月1日㈪
午後1時30分～2
時30分

⑤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50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

7月26日㈮
午後1時30分～3
時20分

竹
丘
地
域
市

民
セ
ン
タ
ー

⑥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6・7月
生まれの方、及び後期高齢者医療保険加入者で6・
7月生まれの方

受診月＝7月
対象の方には6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。

⑦健康づくり推進員運営 いきいきハイキング　約
１0キロ・平坦コース
　西武池袋線稲荷山公園駅より、埼玉県営狭山稲
荷山公園を経て、菖蒲咲く智光山公園を訪ね、西
武新宿線新狭山駅まで歩きます。
 対日ごろから継続的に散歩などの運動をしており
医師からの運動制限がない方 費100円（保険料・運
営費など。交通費他は別途自己負担） 持昼食・飲
み物・雨具・歩きやすい服装と靴

6月25日㈫
午前9時受け付け
開始(出発は午前
9時30分、雨天
中止）

集合＝清瀬駅北口連
絡通路
解散＝西武新宿線新
狭山駅
※直接集合場所へ。

清瀬市議会
第2回定例会開会

　令和元年清瀬市議会第2回定例
会は、下表のとおり開会中です。
ぜひ傍聴にお越しください。

月 日 内容

6

17㈪ 本会議（一般質問）
19㈬ 総務文教常任委員会
20㈭ 福祉保健常任委員会

21㈮ 建設環境常任委員会
議会運営委員会

28㈮ 本会議（最終日）

※時間は、6月21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

　

　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？　立ち上げに興味のある
方々に対して、グループで行える
筋力トレーニングの体験会・説明
会と体力測定会を開催します。こ
の機会に運動グループを立ち上げ
て、皆で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 場下表参照 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
※運動内容は概ね60歳以上の方
（約20,000人）を対象としていま
す。

きよせ10の筋トレ　清瀬市2万人 筋力UP! 大作戦

日時 会場
6月18日㈫午後1時30分～4時30分 下宿地域市民センター
7月6日㈯午後1時30分～4時30分 コミュニティプラザひまわり

新米ママと赤ちゃんの会

 対平成31年4月生まれの子どもとそ
の母親（第1子の方） 日7月2日・9日
・16日・23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

赤ちゃんの救急講座
　赤ちゃんにとって危険な物・場所
の把握、事故を未然に防ぐ工夫、そ
して生存率を上げる正しい救急法を
学びます。 日7月８日㈪午前10時～
正午 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

令和2年度使用 
小学校教科書展示

　令和2年度から市内小学校で使用
する教科書の採択に向けて、検定済
教科書の見本を展示します。ぜひご
覧ください。 日7月9日㈫～30日㈫
いずれも午前10時～午後５時（9日㈫
は午後1時から、30日㈫は正午まで、
中央図書館＝水・木曜日は午後7時
まで、竹丘図書館＝木曜日は午後7
時まで、いずれも月曜日休館） 場中
央・下宿・竹丘図書館 問指導課指
導事務係☎042-497-2５５4

清瀬市立科山荘 
年末年始の予約について

　市内在住・在勤者の方は、立科山
荘年末年始（令和元年12月2８日～令
和2年1月５日）の宿泊予約の受け付
けを、7月7日㈰午前9時から電話の
みにて開始します。なお、年末年始
は一部特別料金となりますのでご了
承ください。 問清瀬市立科山荘☎
0267-５1-2300（市内固定電話からは
☎0120-５4-８977も可）

清瀬防災女性の会 
発足３0周年！

　清瀬防災女性の会は、平成元年に
発足し、今年で30周年を迎えまし
た。各家庭や地域の防災意識並びに
防災行動力の向上を図ることを目的
として、火災予防の広報などのさま

◆市（まちづくり応援基金）へ
　匿名様2件（60,000円）
◆社会福祉協議会へ
　堀井重夫様（36５円）、匿名様4件
（40,000円）
　ありがとうございました。

東京消防
庁ホームペ
ージ

東京労働局
ホームペー
ジ
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令和元年6月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,085人 （5人増）　女　38,620人 （2人減）　計　74,705人 （3人増）
◆世帯数 （ ）内は前月比　35,641世帯（１世帯減）　※人口は、外国人住民（1,290人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

①郷土博物館臨時休館のお知らせ
　郷土博物館は、館内工事のため下記の期間、臨時休館します。ご迷惑
をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。なお、休館中（7
月16日㈫を除く）も電話での受け付けやお問い合わせは行っています。
 【休館期間】7月9日㈫～21日㈰
②ミュージアム・シアター【新着フィルム特集3】
　16ミリフィルムによる上映です。「世界遺産　屋久島」（20分）、
「世界遺産　白川郷・五箇山の合掌造り集落」（20分）。先着50
人。 日6月27日㈭午後1時30分～
③手作り講習会「さきおり布のショルダーバッグを作りませんか」
　さきおり布を使ってショルダーバッグを作ります。 対初めて参加す
る方。先着12人 日7月5日㈮午前10時～午後3時 費2,500円 講はたおり伝
承の会会員 持簡単な裁縫道具・筆記用具・長さ30センチの物差し・昼食
 申②は直接会場へ、③は6月15日午前9時から電話で郷土博物館☎042-
493-8585へ 問いずれも郷土博物館☎042-493-8585

郷土博物館からのお知らせ

図書館事業　「子どもDVD上映会」
　図書館では子どもDVD上映会「ぴったんこ！　ねこざかな」を行いま
す。さかなを食べようとしたねこが逆にさかなに食べられ「ねこざかな」
になり、海の仲間たちと遊んだり、いろいろなところに出かけるなど、
たのしい日常の物語です。 対幼児～小学生  日6月30日㈰午前11時～（30
分程度） 場 直 問中央図書館☎042-493-4326

図書館からのお知らせ

　愛鳥週間中の5月15日、芝小が愛鳥奨励
校に再び指定されたことに伴い、公益社団
法人東京都猟友会様より指定証及び奨励金
が贈呈されました。
　なお、野鳥愛護思想の普及や児童の自然
環境に対する関心を高めることを目指し
て、すべての市立小学校が愛鳥奨励校に指
定されています。

愛鳥奨励校指定証及び奨励金の贈呈が行われました

　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。

東京都猟友会の足立氏（右）・清
水芝小校長（左）と渋谷市長（中央）

　5月26日、「第36回清瀬市小・中学生陸上記録会」が国立看護大学校（梅
園一丁目）で開催されました。当日は30度を超える暑さでしたが、494
人の選手が自己記録の更新に挑戦しました。選手たちは練習の成果を発
揮し、多くの新記録が生まれました。おめでとうございます。

【新記録】小学生50㍍　小学4年生男子・渡辺新太（六小）　7秒86、小学
6年生男子・四ヶ所優（三小）　7秒30、小学生100㍍　小学5年生男子・
市川優空（十小）　14秒31、中学生100㍍　中
学2年生男子・森岡右京（二中）　12秒19、中
学2年生女子・永野美咲（二中）　13秒69、小
学生1500㍍　小学4年生男子・野口悠陽（清小）
5分47秒44、小学6年生男子・玉川智軌（芝小）
5分02秒46、中学生1500㍍　中学2年生男子
・佐々木蒼太（二中）　4分43秒13

第36回清瀬市小・中学生陸上記録会結果

記録に挑戦する選手たち

①プランクトンの世界をのぞいて
　みよう
　プランクトンっ
てどんな生き物
で、どこにいるの
でしょうか？　身
近なプランクトン
を生物顕微鏡で観
察してみましょう。
 対小学4年生以上。定員15人 日7
月6日㈯午後1時30分～3時 費入館
券おとな500円、小学4年生～高
校生200円
②妖怪ドロリンスライムをつくろ
　う
　とってもよくの
び～るスライムを
つくって、そのひ
みつをさぐってみ
よう。
 対小学生（小学3年生以下は保護

多摩六都科学館の催し物

者同伴）。各回定員8人 日7月6日
㈯・7日㈰・13日㈯・14日㈰・15
日㈪いずれも午前10時30分～、
午後1時15分～、午後2時30分～
（各回45分） 費入館券おとな500
円、小学生200円と材料費1,620
円
 申 問いずれも6月24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（②は時
間も）・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
※いずれも応募者多数の場合は抽
選し、当選者のみに参加券を送付。
※6月の休館日は、17日㈪・24日
㈪です。

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

①映画 「ボヘミアン・ラプソディ」(字
　幕版）
　あの大ヒット映画でクイーンの音楽
をお楽しみください。 日7月30日㈫①
午前10時30分②午後2時30分（開場は
各回の30分前） 費一般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6月23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】三遊亭わん丈（独演
会）、三遊亭歌つを
③歌って健康！　歌声サロン
 日6月24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～）
 費1，000円（全席自由） 講杉山公章氏
④自分でつくるオリジナルおはし「お
　はし教室」
　自分だけのオリジナルおはしを手作
りしてみよう！　おはしの豆知識、マ
ナーのお話もあります。 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」
　アロマな茶話会～女性のリズムとバ
ランスについて～。先着12人。日6月
19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7月9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「ベビーオイルマッサージ教室」
 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6月18日㈫午前
10時30分～正午 費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 
⑧講座「写経教室7月～9月」
　般若心経をとおして「写経体」という
字体を学びます。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（別途用紙代） 講横田游心氏
⑨講座「フラワーアレンジメント教室」
　各回先着8人。 日ハーバリウム（夏
カラー）＝7月20日㈯、生花アレンジ
（初秋の花）＝9月28日㈯いずれも午前
9時30分 ～11時30分 費各回3,200円
（生花のみ別途器代） 講福井ひろ子氏
⑩講座「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7月12日㈮、8月2日㈮いずれも午後
2時～3時 費1回500円 講岡﨑彩音氏
⑪そうだ じゅげむ やろう 夏休みらく
　ご塾
　「寿限無」の言いたてや落語の所作
を若手落語家が教えます。8月9日㈮
にはホールでの発表の機会もありま
す。 対小学生。先着15人 日 8月5日㈪
・7日㈬・9日㈮いずれも午後2時～3
時10分 費全3回2,000円 講雷門音助
 申 問③は直接会場へ。それ
以外（④は6月15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

◆親子で作る七夕飾り
　お手ごろな大きさの笹に短冊や飾り
をつけて楽しみましょう。
先着20人 日7月4日㈭午前
10時～午後3時 費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

◆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
＝7月6日・13日・20日・27日の土曜
日午前10時～正午（全4回）、タブレッ
ト・スマホ＝6月20日、7月18日の木
曜日いずれも午前10時～午後0時15
分 申 問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

　清瀬らしい自然を生かした「（仮
称）花のある公園」（中里五丁目）
の使い方や管理・運営の方法につ
いてのワークショップを行います
(全5回)。第1回は公園予定地にて
コスモスの種まきや簡単なアンケ
ートなど子どもと一緒に楽しめる
内容となっています。
　また、CSR（企業の社会的責任）
活動として、自然保護や地域活性
化を目的としたイベントなどの提
案も併せて募集します。どなたで
も参加可能ですので、お気軽にご
参加ください（1回のみも可）。
 日第1回＝7月28日㈰午前10時～
正午【集合場所】第1回＝伊藤記念
公園　台田の杜　柳瀬川通り側入
り口 持汚れても良い靴・服装・
帽子、飲み物などの熱中症対

策 申 問7月25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
※第2回以降の詳細
は、決まり次第お知
らせします。

「（仮称）花のある公園」の計画をつくる

市民ワークショップに参加しませんか？

詳細・応募
はこちら

市役所
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台田の杜
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台田団
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