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清瀬市長

　5月5日こどもの日、約10年前
にできた、20軒くらいの竹丘の
住宅街の野外での食事会に参加し
ました。子ども、母親、父親で約
40人近くの集いで、ほとんど初
対面でしたが、いろいろと話しが
できて、とても楽しかったです。
　自治会はできていないのです
が、とても仲がよく「手をつなぎ 
心をつむぐ　みどりの清瀬」が実
現していてうれしくなりました。
　まさに、「清瀬讃歌」1番の歌詞、

「武蔵野の　面影のこす　赤松の
森を歩けば　人の世の　濁りも消
えて　やさしさが　この身を包む
　絵のまち　情のまち　好きだよ
清瀬　絵のまち　情のまち　好き
だよ清瀬」の気分となりました。
　さて、「令和」に加えて、清瀬
では「霊和」も大事にしたいです。
最近読んだ本の題名は『科学者は
なぜ神を信じるのか』（講談社、
2018年）です。著者は素粒子物
理学が専門の三

さ ん だ

田一郎名古屋大学
名誉教授で、わずか4か月で第7
刷まで発行されています。「実は
科学者のなかには、神の存在を信
じている人が少なくありません。
みなさんも名前をご存じの高名な
科学者の多くが、神や信仰につい
て熱い思いを語ってきています。
最も神の領域を侵食しているかに
思える宇宙論や素粒子論を扱う理

論物理学者でさえ、そうなのです。
国連のある調査では、過去300年
間に大きな業績をあげた世界中の
科学者300人のうち、8割ないし
9割が神を信じていたそうです」

（前掲書より）。つまり、科学者が
あの世はあると言っているような
ものです。
　清瀬には昭和23年、日本初の

「東京都立清瀬小児結核保養所」
が開所されました。結核の子ども
たちが親元を離れて、清瀬に入院
して病と闘ったのです。病の苦し
さだけでなく、親と離れて生きて
いくことは想像を絶する苦悶、絶
望の日々だったことでしょう。お
となだけでなく、子どもたちも実
にたくさん清瀬から昇天していき
ました。あの世から、清瀬を見つ
めて見守っているに違いありませ
ん。
　まさに、坂村真民さんの詩「忘
れるな」です。「頭より足、足を
忘れるな。花より根、根を忘れる
な。見えるものより、見えないも
のを忘れるな」。
　3期目も、清瀬の歴史の重大さ
や価値を伝え広めつつ、市民の皆
さまの現実的な生活の問題解決に
全力を尽くしていきますので、よ
ろしくお願いします。「霊和」が
市民の皆さまを応援してくれるで
しょう。

（評）今年はいつもより休日が増えましたが、４月の終りから５月の初めにか
けての大型連休、予定していた旅行などを、遅れていた勉強にあてたの
でしょうか。遊びは後からでも取りもどせます。

勉強にゴールデンウィークぬすまれた  三中 2 年　石原奈々美

こどものひおとなにやさしくしてあげた  四小 4 年　細山怜央
（評）もとは男の子をお祝いする日でしたが、すべての子どもの幸福を考え
る祝日になりました。家族に対してか、乗り物のなかなどか、困ってい
るおとながいたので、とっさに手を貸してあげたのですね。

こいのぼりいつもとちがう風に乗る  五中 1 年　吉原聖
（評）５月５日を中心にひと月くらい空に泳いでいるこいのぼりは、季節の変
化で強さや方向などいろいろな風を経験します。今日は、今までにない
気持ち良い風が吹いていきいきと泳いでいます。

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

　

◆就学・転学・通室相談
　市では、清小・七小・清中に、
特別支援学級（自閉症・情緒障害
学級と知的障害学級）を設置して
います。特別支援学級への就学・
転学は、就学支援委員会の判断の
後、決定となります。右表の日程
を参照のうえ、下記にご相談くだ
さい（相談は随時受け付けていま
す）。また、各小・中学校に設置
される特別支援教室では、主に社
会性やコミュニケーションなどに
困っている児童・生徒への支援を
目的とした通室指導を行っていま
す。市ではこの特別支援教室を、
小学校は「きらり」、中学校は「サ
ポートルーム」と呼びます。特別
支援教室への入室については各小
・中学校へご相談ください。
 申 問電話で指導課就学相談員☎

0４2-４97-2５５2へ（月～金曜日午前
9時～午後４時）

◆教育相談
　心身の発達に関わる相談は、0
歳～18歳の市内在住の子どもと
その保護者を対象に受け付けてい
ます。
 申 問電話で指導課教育相談係（教
育相談室）☎0４2-４93-４122へ（火
～土曜日午前9時～午後５時）

就学・転学・通室・教育相談を受け付け

日程 場所 時
間 対象 申込み

期限
第
1
回

8月
21日㈬

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ

ひ
ま
わ
り

午
後
１
時
～

小
・
中
学
校
入
学
及
び

転
学
の
児
童
・
生
徒

7月
19日㈮第

2
回

8月
22日㈭

第
3
回

10月
1日㈫

9月
2日㈪

就学支援委員会日程

　今年度の軽自動車税納税通知書
を４月2５日に発送しました。なお、
障害者手帳・愛の手帳などをお持
ちの方、または上記の方と生計を
共にする方が軽自動車を所有する
場合、減免基準に該当すると軽自
動車税が減免されます。ただし、
減免基準に該当していても、期限

までに申請をしなかった場合は、
適用されませんのでご注意くださ
い。
【申請期限】５月31日㈮
 問課税課市民税係☎0４2-４97-
20４1
※減免基準など詳しくは、上記へ
お問い合わせください。

軽自動車税の減免申請

町会・自治会・自主防災組織・PTAなどの地域コミュニ 
ティの皆さんへ～2019年度東京防災学習セミナー～

　東京防災学習セミナーでは、ご
希望に応じて、防災専門家が防災
に役立つ講義やグループワークを
行います。コースを選び、場所を
用意していただくだけで、テキス
トなどの準備は必要ありません。
対象人数は20～100人、時間は午
前10時～午後9時の間の90分間で

す（Ｊコースのみ1回あたり最大
2４0分）。気軽に開催してみませ
んか？　各コースの内容など詳し
くは、下表をご覧ください。
 申 問東京防災学習セミナー事務
局 ☎03-５５４2-0232� Ｆ03-67４7-
0861Ｍtokyo-bousai@iota-lab.com
へ

コース 内容 コース 内容
Ａ 首都直下地震への一人ひとりの備え Ｆ 避難所運営の進め方（グループワーク）

Ｂ 首都直下地震への一人ひとりの備え
（グループワーク） Ｇ 風水害への備え

Ｃ マンション防災のきほん Ｈ 木造住宅密集地域の備え

Ｄ みんなで進めるマンション防災（グ
ループワーク） Ｉ 地域で取組む要配慮者支援（グルー

プワーク）
Ｅ 避難所生活・運営のヒント Ｊ 地域防災コンサルティング（※）

※Ｊコースは、事前ヒアリングをもとに、防災専門家を最大2回派遣し、希望に応じた
内容のセミナーの他、防災訓練の立会いや活動のアドバイスを行います。

申込み期間 実施期間
Aコース～Iコース Ｊコース

上半期 ～5月31日㈮ 7月15日㈪～11月10日㈰ 7月15日㈪～
令和2年3月15日㈰

下半期 7月1日㈪～9月27日㈮ 11月11日㈪～令和2年3月15日㈰

コース・内容

申込み期間・実施期間

　都市計画マスタープランの見直
しに向けた市民ワークショップで
す。未来の清瀬がよりよくなるよ
うなまちづくりを考えてみません
か。 対市内在住・在勤・在学の
方 日５月2５日㈯午前9時30分～正

午 場健康センター 申 問直接窓口
または電話、参加申込
みフォームからまちづ
くり課まちづくり係☎
0４2-４97-2093へ
※保育あり（要申込み）。

まちづくりプロジェクトをつくろう

詳細はこち
ら

　５月26日㈰午前9時から11時ま
で市内全域で一斉清掃を行いま
す。集めたごみは、分別して臨時
集積所（右表参照）に出してくだ
さい（家庭ごみ・事業系のごみ・
粗大ごみなどは出さないでくださ
い）。一斉清掃専用袋は、５月13
日㈪～2４日㈮に、ごみ減量推進
課、市民課、松山・野塩地域市民
センターで配布します（土・日曜
日を除く午前8時30分～午後５
時）。
　柳瀬川や御殿山緑地保全地域の
清掃も行います。ぜひご参加くだ
さい。【集合場所・時間】柳瀬川
＝台田運動公園広場、御殿山緑地
保全地域＝八小側の緑地入口南
側。いずれも午前9時集合
※一斉清掃実施の有無は、当日午
前8時30分に防災行政無線でお知
らせします。放送が聞き取れなか
った場合は、次の電話でも確認が
できますので、ご利用ください。
【清瀬市自動音声応答サービス】
☎0４2-４9５-7070

 問ごみ減量推進課ごみ減量推進
係☎0４2-�４93-37５0

5月26日㈰　市内一斉清掃にご協力ください

名称 所在地
清瀬駅北口アミュー前 元町1-2-11
芝山小学校正門 元町2-16-8
郷土博物館 上清戸2-6-41
第五中学校正門 中清戸3-258-1
第十小学校正門 中清戸1-454-14
清瀬薬師前歩道 下清戸1-346
ごみ減量推進課 下宿2-553
旭が丘老人いこいの家前 旭が丘2-5-4
第四小学校西門 中里2-1471
市役所 中里5-842
第四中学校正門 野塩3-2-3
野塩地域市民センター 野塩1-322-2
前原橋脇 野塩4・5丁目境
中里山戸広場 中里3-966-1
松山地域市民センター 松山2-6-25
竹丘公園 竹丘3-691-6
第六小学校正門 梅園2-9-45
※今回の臨時集積所のうち、旭清館道場
前については休止します。

臨時集積所


