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今号の主な内容▶3面：5月1日㈬～6日㈪の市役所などの業務日程／4面：企画展 林亮太 作品展「仄な燦　遷う節」／5面：ご存知ですか？ あなたの地域の民生・児童委員

5月下旬より5月下旬より
新庁舎建設工事が始まります新庁舎建設工事が始まります

【イメージ図の詳細】
　上：交差点からみた庁舎
　中央右：1階市民交流スペース
　中央左：2階市民交流スペース
　下：西側からの鳥瞰図（ちょうかんず）
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納税に
ご協力を

■夜間納税・納税相談日5月29日㈬・30日㈭午後８時まで　　■土曜納税・納税相談日5月11日㈯午前９時～正午
■日曜納税・納税相談日5月26日㈰午前９時～午後４時　      場いずれも市役所徴収課窓口問徴収課徴収係☎042-497-204５

　昭和48年に建設され、40年以上が経過した市役所本庁舎は、耐震診断
の結果、震度6～7程度の地震で倒壊または崩壊する恐れがあることが判
明しました。このことを踏まえ、市では庁舎の建て替えを決定し、耐震性
能の強化や窓口機能の集約などの新庁舎に求める機能を基本計画に定め、

財 政 計 画
　新庁舎建設事業費は、新庁舎建設基本計画の概算事業費を上限として設計業務を進
めてきました。しかし、オリンピックの開催や度重なる自然災害への対応による建築
資材高騰などの影響により、計画事業費の見直しを行った結果増額となりました。
　このような中にあっても、過去の経験値から発災時における防災拠点となる市役所
庁舎の役割は、非常に重要であると考えますので、今後も引き続き市況の動向に注視
しながら、事業を進めていきます。

事業費
工事費 ※１ 47.5億円程度

委託費 ※２ １.9億円程度

備品・移転等費用 ※３ 4.8億円程度

合計 54.２億円程度

※１　工事費には新庁舎建設工事、現庁舎解体工事、外構整備工事、アスベスト除去  
        工事を含む。
※２　委託費には測量調査、地盤調査、基本設計、実施設計、工事監理等を含む。
※３　備品・移転等費用には備品購入費・移転費・土地取得費等を含む。

財源
国都支出金 5.0億円程度

公共施設等整備基金 ２5.5億円程度
地方債 ２２.7億円程度

一般財源 １.0億円程度
合計 54.２億円程度

工 事 概 要

建設地 清瀬市中里五丁目84２番地

構造 鉄筋コンクリート造・免震構造（地下１
階柱頭免震）

敷地面積 １0,497.60平方㍍

建築面積 敷地全体： 4,00３.56平方㍍ 
新 庁 舎： ２,4３6.２３平方㍍

延床面積 敷地全体：１３,60１.46平方㍍ 
新 庁 舎：１0,40１.5１平方㍍

階数 地下１階　地上4階
工事請負
契約額 4,6２6,7２0,000円（消費税込み）

施工者 株式会社　大林組　東京本店

　新庁舎建設工事を行う第１期工事と、新庁舎
建物完成後に現庁舎を解体し駐車場などを整備
する第２期工事を行います。第１期工事期間中
は現庁舎で業務を継続し、第１期工事完了後に
現庁舎から新庁舎への機能移転を行い、第２期
工事以降は新庁舎で業務を行います。

今後の建設スケジュール

　新庁舎建設工事は現在、現場での作業開
始に向けた資材調達などの準備作業を行っ
ています。準備完了後、現庁舎南側来庁者
駐車場に仮囲いを設置し、工事を開始する
予定です。工事開始の具体的な日程につい
ては、決定次第改めてお知らせいたします。
　工事期間中、市役所及び健康センターへ
自動車でお越しの際は、市役所東側来庁者
用仮設駐車場をご利用ください。また、駐
輪場については、工事の進捗状況に合わせ
て本庁舎周辺に配置します。バス停の位置
の変更はありません。
　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で、近
隣の皆さま及び来庁の皆さまにご不便とご
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。
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工事中の駐輪場・駐車場について

詳細はこ
ちら

　新庁舎建設に関する情報は、
市ホームページに掲載してい
ます（「市政情報」→「新庁舎建
設・公共施設の耐震化」からご
覧になれます）。

新庁舎建設工事情報

新庁舎建設工事の内容

5月下旬より、新庁舎建設工事が始まります

年 2019年 2020年 2021年 2022年
月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

工
事

業
務
運
用

①第１期工事（新庁舎建設）▶～２0２１年１月末／②新庁舎業務開始▶２0２１年5月上旬 
③第２期工事（現庁舎解体等）▶～２0２２年２月末／④敷地全体共用開始▶２0２２年4月上旬
※現段階での計画のため、今後の工事進捗状況に応じて変更する場合があります。

　①新庁舎建設工事

②移転

③既存庁舎解体・外構工事

④グランドオープン

現庁舎にて業務運用 新庁舎にて業務運用

平成２8年度から約２年半をかけて、庁舎建て替えのための設計を進めてき
ました。この度、その設計業務が完了し、下記のとおり工事を開始いたし
ます。皆さまにはご不便とご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお
願いします。　　　　　　　　　　　 　 問新庁舎建設室☎04２-497-１805

第１期工事中の来庁者用仮設駐車場予定図

新庁舎完成イメージ図

新庁舎スケールモデルを

　本庁舎１階ロビーに縮尺１/３00の「新庁舎ス
ケールモデル」を展示しています。新庁舎の
全体像が見られますので、ぜひご覧ください。

市役所１階に展示しています

（5月下旬以降）



3市報令和元年（2019年）5月1日号 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

今月の
納期

◆固定資産税・都市計画税（第1期）　◆軽自動車税　5月31日㈮までに納めてください。
※固定資産税・都市計画税は4月26日、軽自動車税は4月25日に納税通知書を発送しました。

「令和」を記念し、市から素敵なプレゼント

　新元号「令和」を記念して、市に
婚姻届・出生届を提出し、緑地保
全に賛同して500円以上の寄付を
いただいた方に、清瀬市の木・欅
の年輪プレートに文字を焼き付け
た『出生記念証』『婚姻証明書』を
プレゼントします（各先着50枚）。
　『出生記念証』には、新生児の
名前・生年月日・身長・体重を焼
き付けてお渡しします。『婚姻証

　学校支援本部とは、学校が必要
とする教育活動などを地域の人た
ちと一緒に支援する組織です。「地
域コーディネーター」が中心とな
り、体験授業の講師、授業補助、
学校行事の支援・環境整備などさ
まざまな活動に取り組んでいま
す。
　こうした活動は多くの方々にご
協力をいただき、市内小・中学校
で少しずつ広がっています。3月
までに清小・三小・六小・二中・
五中で活動を行いました。
◆地域コーディネーターの役割
○地域資源の発掘と学校への誘い

ムページ、各地域市民センター、
中央・駅前図書館、生涯学習セン
ター、男女共同参画センター、児
童センター、行政資料コーナー（市
役所本庁舎3階）、清瀬けやきホ
ール、コミュニティプラザひまわ
り、ごみ減量推進課
【提出】4月29日から5月24日まで
に住所・氏名・対象事案名を記入
し、直接各公表場所、市ホームぺ
ージ（専用フォーム）または郵送、
ファクスでごみ減量推進課へ

『出生記念証』（上）と『婚姻証明書』（右）

コーディネーター
共通理解

相談

紹介

明書』は新郎・新婦の名前と結婚
記念日をお二人で書き込めます。
 期5月7日㈫～6月28日㈮（日曜日、
夜間窓口を除く） 申いずれも届出
提出時に市民課で受け付け（市民
課土曜窓口でも可）。『婚姻証明書』
は当日に市役所１階総合窓口で、
『出生記念証』は後日、総務課営繕
係で受け取り 問総務課営繕係
☎042-492-5１１１（内線524）

～地域の力を学校に～
清瀬市学校支援本部

パブリックコメントを実施します

市内一斉清掃にご協力ください

アスベストの除去工事について

◆清瀬市家庭ごみ収集体系及びごみ
　処理手数料の見直し実施計画（案）
　「廃棄物の収集体系に係る見直し
についての答申」に基づき、更なる
高齢化社会を見据えた新たな収集
体系の構築と、資源循環型社会を
持続可能にする収集体系の見直し
や新たな廃棄物処理手数料の考え
方を示すため「清瀬市家庭ごみ収集
体系及びごみ処理手数料の見直し
実施計画（案）」を策定しましたの
で、皆様からご意見を募集します。 
 対市内在住・在勤・在学または
市内に事業所を有する個人・法人
・その他団体、この事案について
直接的に利害関係が生じると認め
られる方【案の公表場所】市ホー

　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。自宅・事業所周辺の清掃にご
協力をお願いします。
　一斉清掃専用袋は、5月１3日㈪
～5月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）。
◆緑地や河川の清掃も行います
　各集合場所に、午前9時に集合
してください。

　市有47施設を調査したところ、
一部施設でアスベストを検出した
ため除去工事を行います。
　顕微鏡検査等の結果、大気中へ
の飛散はありませんでしたが、安
全を最優先して、右記のとおり除

【集合場所】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
※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。防災行政無線は電話（☎042-
495-7070 ）でも確認できます。
 問ごみ減量推進課☎042-493-3750

去工事を施工します。
  期第１保育園＝5月6日㈪まで、中
央図書館＝5月20日㈪～6月4日
㈫、郷土博物館＝7月9日㈫～2１
日㈰（いずれも予定。工事中休館）
 問総務課庶務係☎042-497-１8１9

○学校との共通理解による子ども
　や地域のための事業の企画・調整
○ボランティアのとりまとめ
○学校と地域との橋渡し
◆学校支援本部への参加者を募集
 対学校・子どもたちの力になり
たい、学びを支えるボランティア
活動をしたい方など 申活動校ま
たは生涯学習スポーツ課生涯学習
係へ 問生涯学習スポーツ課生涯
学習係☎042-495-700１
※学校により活動内容はさまざま
です。4月には芝小・四小・七小
・八小・清中に設置、記載校以外
にも順次設置を予定しています。

※一斉清掃当日の分別
の種類・集積所など、
詳しくは市ホームペー
ジまたは上記へ。

 問ごみ減量推進課
☎042-493-3750、
Ｆ042-495-9333
※連休中は各館の開館
日時内で受け付け。詳細はこちら 詳細はこちら

＝平常業務

＝会議室などの貸し出しは行い、窓口業務（出張所業務）などは休業

＝業務時間変更（午後5時に閉館） ＝休業・休館

5月1日㈬～5月6日㈪の市役所などの業務日程

施設名
※詳細は各施設へ問合せください。

電話番号
※市外局番はす
べて042

5月
１日
㈬
２日
㈭
３日
㈮
４日
㈯
5日
㈰
6日
㈪

市役所 一般事務 492-5111会計課
生涯学習センター（※2） 495-7001
男女共同参画センター 495-7002
郷土博物館（※3） 493-8585
児童センター 495-7700
野塩・下宿児童館 495-7700
子ども家庭支援センター 495-7701
消費生活センター 495-6211
松山地域市民センター 491-5153
野塩地域市民センター 493-4014
下宿地域市民センター 493-4033
竹丘地域市民センター 495-1717
中里地域市民センター 494-7511
中清戸地域市民センター 494-7211
コミュニティプラザひまわり（テニスコート含む） 495-5100
清瀬けやきホール 493-4011
きよせボランティア・市民活動センター 491-9027
松山・竹丘集会所 495-1717
清瀬・ハローワーク就職情報室 494-8609
子どもの発達支援・交流センター 495-3030
障害者福祉センター 495-5511
障害者就労支援センター 495-0010
社会福祉協議会 495-5333
健康増進室（健康センター） 492-5111
市民体育館、下宿運動公園広場、下宿第二・清瀬内山運動公園野球場、清瀬
内山運動公園サッカー場、テニスコート（下清戸、清瀬内山運動公園、中央
公園）は全日平常業務

493
-4033

【※1】5月4日㈯の市民課土曜窓口は国民の祝日のため、お休みします。【※2】生涯学習セ
ンターは5月１4日㈫までエアコン工事のため、5階講座室及び展示ホールは使用できません。
【※3】施設内メンテナンスのため、5月１日㈬はお休みです。そのため、ギャラリー・伝承
スタジオの抽選受付は翌日の2日㈭になりますが、１１月分のギャラリー抽選はありません。

図書館の開館状況

図書館名
電話番号
※市外局番は
すべて042

5月
１日㈬ ２日㈭ ３日㈮ ４日㈯ 5日㈰ 6日㈪

中央 493-4326
元町こども 495-8666
下宿 495-5432
野塩 493-4086
竹丘 495-1555
駅前 492-8751

＝午前10時
～午後5時

＝午前10時
～午後6時

＝休館

収集日 地区
5月1日㈬ 元町一丁目、上清戸、中清戸、下清戸、中里五丁目の一部
5月2日㈭ 元町二丁目、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目、野塩、梅園
5月3日㈮ 松山、竹丘
5月7日㈫ 下宿、旭が丘、中里四丁目、中里五丁目、中里六丁目

びん・かんの収集日程 問ごみ減量推進課☎042-493-3750
※びん・か
ん以外は、
カレンダー
どおりの収
集となりま
す。

学校支援本部 教職員

校長

※1



令和元年（2019年）5月1日号4 市報

クールビズに
ご協力を

市では5月1日㈬から10月31日㈭まで節電及び地球温暖化防止への取り組みの一環として、市役所及び市内公共施設の冷房を28度
に設定し、ネクタイを着用しないなどの軽装で執務を行います。ご理解とご協力をお願いします。  問職員課職員係☎042-497-1843

市ホームページ…トップページ＞市政情報＞広報＞清瀬市ブログ
プリントアウト版…市内の各図書館でご覧いただけます

本編をご覧に
なるには

　柳瀬川沿いを写した2枚の写
真。上は昭和50年、下は平成19年。
ほぼ同じ場所を並べました。不規
則に並ぶ長方形は台田団地です。
　その対岸、写真左半分にご注目。
平成19年になると緑の一画が見
えます。これは金山緑地公園と金
山調節池です。
　金山緑地公園がオープンしたの
は、昭和61年。「武蔵野の風と光」
をテーマに造られました。
　一方、金山調節池は平成6年に
完成。河川改修工事の一環として

鳥瞰 水と緑
「市史で候」三十四の巻
「鳥瞰清瀬 第4回 桜を語ると
思いきや」より

　「今なら7,800円が980円」とい
った化粧品、健康食品の広告はネ
ット上やテレビのコマーシャルで
よく見られます。これらの商品の
多くは継続購入が条件です。
　法改正により平成29年12月か
らネット通販においては申込み時
に継続購入が条件であることや購
入総額など販売条件を表示すべき
とされています。しかし、それら
の表示のない広告が横行している
ようです。
【事例】
　スマホ画面上で『まつ毛美容液』
のバナー広告を見て、980円とい
う価格に惹かれて申込んだ。届い
た商品の箱のなかに「次回のお届
けは〇月〇日です。支払価格4,900
円」という手紙が入っていた。今
回1回限りの購入のつもりだった
と事業者に連絡すると、会社のホ
ームページに980円での購入は、3
回の継続購入が条件と書いてあ
る、継続購入しないなら正規購入
の代金を払うよう言われた。
【アドバイス】
　相談者の言うバナー広告は確認
ができませんでした。事業者のホ
ームページには初回購入価格980

円の条件として3回の割引価格で
の継続購入。申込み後、継続購入
を解約するには正規購入価格との
差額をお支払いいただきます、と
の記載がありました。しかし、相
談者によると「バナー広告には絶
対に継続購入についての説明はな
かった」とのことでした。そこで、
センターよりその旨を申し出て、
980円の購入代金のみ支払うこと
となりました。
　このケースでは、事業者はセン
ターの主張を受け入れました。し
かし、バナー広告の内容について
こちらが証明できていないので、
正規購入代金を支払っての解約し
か認めない、との回答もありえま
す。バナー広告での購入に限らず、
ネット上での買い物は申込みペー
ジや条件などを印刷しておきまし
ょう。
 問消費生活センター☎042-495-
6212（相談専用）

健康食品などのネット
バナー広告にご注意！

安いのは継続購入が
条件になっているから？

費生活相談の
現場から

消

洪水対策を目的に造られました。
柳瀬川が増水すると、自然に水が
調節池に入るようになっていま
す。調節池の小さな島や池の周囲
にはさまざまな樹木が植えられ、
擬木(ぎぼく)で作られた通路は絶
好の散歩道となっています。
　これから新緑が美しい時期、ぜ
ひ皆さん足を運んでみてくださ
い。
◆写真はいずれも国土地理院ホームページ
　で公開の写真を加工
　・CAT7415-C19A-8（昭和50年撮影）
　・CKT20071-C31-42（平成19年撮影）

平成19年

昭和50年

企画展　林亮太　作品展

　色鉛筆のみで描かれた、写真以上のリアリティー感に溢れる、林
亮太氏の作品展。今回で3回目となる作品展では、新たに描いた市
内の風景画やこれまで展示していない作品、近作などを一同に集め
展示します。
　林氏の鋭い観察力による緻

ち

密
み つ

な表現とコントラストによる表現
は、普段何気なく感じる風景も、見るものに驚きと感動の世界を与
えてくれます。繊細かつ大胆なタッチで魅了する林亮太作品を、ぜ
ひご覧ください。　　　　　　　　  問郷土博物館☎042-493-8585

 【日時】5月11日㈯～6月2日㈰
　　　午前9時～午後5時
　　　　　　※最終日は午後4時30まで。月曜日休館。

 【場所】郷土博物館ギャラリー

仄
ほ の か

な燦
き ら め き

 
　　   遷

う つ ろ

う節
お り ふ し

◆トークショー
　作家本人による展示作品の見
どころや解説を行います。先着
50人。 日5月18日㈯午後2時～
3時30分 場郷土博物館講座室

企画展をもっと楽しむ　関連事業
◆ライブペインティング
　デッサンから完成（予定）まで、
実際の作成過程をご覧いただけま
す。会期中、作家の来館時にギャ
ラリーにて不定期に開催します。

「台田の切り通し」　2018年　個人蔵

次回の
お届けは

○月○日

支払価格

4,900
円
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氏名 電話番号 担当学区
永井厚子 493-4230 清中、清小、八小
安松一美 495-2065 三中、清明小
杉本美栄子 495-8733 五中、十小

氏名 電話番号 担当学区

赤川都 497-3638 二中、三小、六小、
七小

髙山邦子 491-5220 四中、芝小、四小

主任児童委員担当区域（令和元年５月１日現在）

民生・児童委員担当区域（令和元年５月１日現在）※携帯電話以外の市外局番は 「042」
氏名 電話番号 担当区域

宮内紀子 493-3560 上清戸一丁目（9番を除く）全域

野﨑幸伸 491-0868 上清戸一丁目9番・二丁目全域、元町一丁目5番・二丁目1番、26
番～28番

高橋善男 495-0470 元町一丁目1番～4番、6番～10番
小糸清美 492-5011 中清戸一丁目全域、三丁目全域
今井幸子 493-9069 中清戸二丁目全域

永野敬子 493-6649 中清戸四丁目847番地中清戸アパート（1～5号棟）・870～894、
931、943～966、1009番地～

前川政美 494-0831 中清戸四丁目847番地中清戸アパート（6～13号棟）・907～916、
982、990～992番地

松村新一 491-3246 中清戸五丁目全域
野島與志子 493-1039 下清戸一丁目全域、三丁目全域
土屋義恵 491-5941 下清戸二丁目全域、四丁目全域、五丁目全域
新井誠子 492-0133 下宿一丁目1番地（台田団地）、二丁目466～580番地
池永和子 491-5100 下宿一丁目（1番地を除く）全域、旭が丘一丁目全域

野島芳夫 493-5367 下宿二丁目（466～580番地を除く）全域、下宿三丁目全域、旭が
丘二丁目336～338番地、旭が丘三丁目全域

岩渕博 494-1073 旭が丘二丁目1～3番地、7～10番地、286番地
中畑奈美 492-4233 旭が丘二丁目4～6番地
鈴木幸子 493-6406 旭が丘四～六丁目全域

栁原義介 090-7703-
9140 中里三丁目全域

中村千代 491-8358 中里四丁目（1296清瀬中里四丁目アパート、1323番地を除く）全域
澁谷良枝 493-1340 中里四丁目1296（清瀬中里四丁目アパート）、1323番地
芹澤正男 492-7597 中里五丁目全域・六丁目（台田団地を除く）全域
兼田則子 493-9845 中里六丁目95番地（台田団地）

氏名 電話番号 担当区域
武田裕子 491-2742 元町一丁目11番～19番
佐藤眞一 491-9102 元町二丁目2番～16番
濵名敏夫 493-6087 元町二丁目17番～25番
森田節子 493-2714 中里一丁目1～999番地
恩田公子 492-6858 中里一丁目1000～1750番地
松村謙二 492-0454 中里二丁目全域

片山ひろ子 493-5495
野塩一丁目356～430番地・二丁目377～386番地、387番地のう
ち清瀬野塩アパート（1～4､ 8～9、21～23）、387～390番地、409
番地

地域包括
ケア推進課 497-2056

野塩一丁目431～447番地・二丁目387番地のうち清瀬野塩アパー
ト（10～20、24）、576番地 
※現在欠員のため、お問い合わせは地域包括ケア推進課へ。

森原雅子 492-6691 野塩一丁目（356～447番地を除く）全域
小作紀子 491-5939 野塩三丁目全域
丹下三枝子 493-0315 野塩四丁目全域
浅見良子 478-0230 野塩五丁目全域
尾﨑彰一郎 491-4006 松山一丁目1番～11番、21番～39番
大場拓子 491-1050 松山一丁目12番～20番、40番～46番

桑原保子 090-7807-
8428 松山三丁目11番～27番

原田里和 495-1780 松山二丁目1番～6番・三丁目1番（71号、72号のみ）、2番～10番
大久保俊夫 491-4103 松山二丁目7番～19番・三丁目1番（71号、72号を除く）
山﨑文男 493-6427 竹丘一丁目1番～11番
村松久美子 493-6726 竹丘一丁目12番～17番
金光敏子 493-1402 竹丘二丁目1番～10番
齊藤しのぶ 492-2382 竹丘二丁目11番～28番
鈴木ひろみ 491-5852 竹丘三丁目1番～10番
稲田ヒロ子 492-5501 竹丘二丁目29番～33番・三丁目11番～25番
長澤惇子 491-0022 梅園一丁目全域・二丁目全域
清野恵津子 492-1572 梅園三丁目全域

　民生・児童委員は、地域住民からの相談を伺ったり、通報を受けた際、
内容に応じて市役所などの関係機関へ連絡したり、必要な福祉サービスの
情報提供を行う｢地域住民と行政とのつなぎ役｣を担っています。
　今回はキラリレポートの特別編として、清瀬市民生・児童委員協議会の

　「民生・児童委員の日」にあわせて、
民生・児童委員の役割や日ごろの活
動、取り組みをご理解いただくため、
駅頭啓発活動を行います。1人で悩
んでいる方や、言葉にならないＳＯＳ
を発する子どもたちに地域住民が気
づき、民生・児童委員に繋いでくだ

　平成３０年に東京の民生委員の始
まりである「救済委員制度」は発足
から1００年、清瀬市の民生委員活動
は８５年を迎えました。生活困窮者
の支援や時代に応じた新たな活動に
取り組み、地域の福祉増進に重要な
役割を果たしてきました。これまで

ご存じですか？ あなたの地域の民生・児童委員
～5月 12日は民生・児童委員の日～

清瀬市民生・児童委員協議会　池永和子会長にインタビュー

「民生委員制度創設１００周年記念誌」を発行しました5月 15日㈬に駅頭啓発活動を実施します

池永和子会長に、活動の内容や寄せられる相談について伺いました。
　地域で生活を送っていくうえで心配ごとのある方は、1人で悩まずに民
生・児童委員（下表参照）までご連絡ください。
 問地域包括ケア推進課福祉総務課☎０42-497-2０５6

さるようにとの願いをこめて、広報
紙「てとてとて」とオリジナルポケ
ットティッシュを配布します。ぜひ
お立ち寄りください。
 日５月1５日㈬午後4時～５時ごろ（雨
天中止） 場清瀬駅北口・南口周辺
※直接会場へ。

の活動を振り返り、清瀬市の歴史総
括として「民生委員
制度創設1００周年記
念誌」を作成しまし
た。市内各図書館で
閲覧できますので、
ぜひご覧ください。

皆さんの福祉ニーズに応えたい
　東京の民生委員の始まりである「救済委員制
度」誕生から1００年。清瀬市では８５年が経とう
としています。
　厚生労働大臣から委嘱された「民生・児童委
員」は現在、全国に約2３万人。市内の「民生・
児童委員」は東部24人、西部27人の総勢５1人（現
在欠員1人）で構成され、そのなかには子ども
の問題を専門に支援する「主任児童委員」を中
学校区ごとに配置しています。
　池永会長は活動について「おおげさに言って
しまえば、ゆりかごから墓場まで地域住民の皆
さんを見守り、寄り添う身近な良き相談相手で
すね」と優しく微笑みます。具体的な取り組み
として「例えば、生活での困りごと（高齢者の
お悩み）は地域包括支援センターをご紹介した
り、心配ごと（子
育てや家庭での
お悩みなど）は
子ども家庭支援
センターなどを
ご案内したり、
と必要な支援を

必要な場面で受けられるよう市や地域の専門機
関へ伝達するのが役目です」と話します。
相手を気遣うことで見えてくる
　これまで「高齢者訪問」などを通じて、声か
けや見守りをしてきた池永会長。「民生・児童
委員」の立場として最も大切なのは「いつも居
るのに今日は見かけない、どうしたのだろう」
という、「ちょっとした様子の違いに気づくか
どうか」だと言います。この「気づき」が地域の
ネットワークや関係機関に素早くバトンを渡す
鍵になると話します。
目に見えづらい子どもの事情
　自らも不登校だった児童を小３から中３まで
見守った経験がある池永会長は「とりわけ課題
となっているのは、児童虐待や不登校など、子
どもに関わる問題ですね」と話します。
　「当初、相談を受け、頼る場所もなく、何の
力にもなれませんでした。そのため、そういっ
たお子さんが希望を持って生きるためには、地
域に支援の場や人間形成の場の必要性を強く感
じましたね」と当時を振り返りました。
地域ネットワークを密に
　「今後、ますます社会が多様化・複雑化し、

笑 顔 の 架 け 橋「 民 生・ 児 童 委 員 」

特別編

市民編集委員
山本美香さん

課題も増えるでしょう」と池永会長。「それでも、
挑戦は続く」と言います。
　独居高齢者への声かけや、一人親家庭への支
援のあり方など課題は山積みですが、民生・児
童委員、市、関係機関などが連携を密にするこ
とで、問題の深刻化を防げるのではないかと考
えています。
　最後に「まずは、私たちの存在を知って相談
して欲しいですね。そして、問題解決への糸口
を一緒に見つけましょう」と話しました。
終わりに
　常に人の悩みや苦しみを自分のことのように
受け止めている池永会長。お話の様子から、穏
やかでいながらも的確に次の場面を考えていら
っしゃる印象を受けました。
　池永会長が長きにわたり児童を見守ったよう
に、社会的弱者の方たちを見守っていくには、
一時的な支援でなく、長期的な支援が大事だと
感じました。また、支えるにも当事者だけでな
く、その家族や環境にも目を向けることが、巡
り巡って「優しく暮らしやすいまち」の実現に
繋がるのではないかと思います。

インタビューを受ける池永会長

東
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たのしくやさしい俳句実作教室

 対初心者の方、実作経験はあるが
脱初心者を目指したい方、敷居が高
いと思っている方（過去に参加され
た方は不可）。先着20人 日5月24日
㈮から令和2年３月（8月を除く）まで
の第３または第4金曜日午前10時～
正午 場生涯学習センター 講石田波
郷 俳 句 大 会 実 行 委 員　 大 山 恭 子
氏 申 問5月7日から電話で生涯学習
スポーツ課生涯学習係☎042-495-
7001へ

下宿地域市民センターのお知らせ
ストレッチ・エクササイズ教室（①
森谷式ストレッチ講座②森谷式エク
ササイズ）▶ 日5月8日からの水曜日
①午前9時３0分～10時３0分②午前
11時～正午 費1回500円／ヨガ教室
（①通常ヨガクラス②シェイプアッ
プヨガクラス）▶ 日5月9日からの木
曜日①午後1時～2時②午後2時３0分
～３時３0分 費1回800円／ピラティ
ス教室▶ 日5月10日からの金曜日午
後1時～2時 費1回800円
 場 申 問いずれも下宿地域市民セン
ター☎042-49３-40３３へ

清瀬文化スポーツ事業団の催し物
①マルチ健康体操教室
 対18歳以上の方。先着20人 日5月9
～7月4日の木曜日午後1時10分～2
時40分 場野塩地域市民センター
 費4,500円（全9回）
②竹丘かんたんイス体操教室
 対自力で階段を上り下りできる60
歳以上の方。先着15人 日5月10日・
17日、6月7日・14日の金曜日午後1
時３0分～2時３0分 場竹丘地域市民セ
ンター 費2,000円（全4回）
 申 問①は電話で、②は竹丘・中里
・中清戸地域市民センター、コミュ
ニティプラザひまわりにある申込書
に必要事項を記入し、費用を添えて、
清瀬文化スポーツ事業団（コミュニ
ティプラザひまわり内）☎042-495-
5100へ

みんなで健康づくり～地域の 
つながりが健康のカギ！～

　第1回健康大学開講式・講演会で
す。どなたでも参加できます。 日5
月３0日㈭午後2時～３時40分 場アミ
ューホール 講日本社会事業大学社
会福祉学部福祉計画学科准教授　菱
沼幹男氏 直 問健康推進課成人保健係
☎042-497-2076

ビューティーアップ教室
　健康講話・エクササイズ・骨密度
測定です。保育あり（満1歳～未就
学児、先着15人）。 対市内在住の18
歳 ～50歳 代 の 女 性 の 方。 先 着３0
人 日5月27日㈪午前10時～正午
 場健康センター 持筆記用具、保育
希望者は母子手帳・子どものお出か
けグッズ 申 問5月7日から直接窓口
または電話で健康推進課成人保健係
☎042-497-2076へ

健康測定会

 対①清瀬市国民健康保険加入者②
後期高齢者医療保険加入者。各日先
着40人 日①5月24日 ㈮、7月1日 ㈪
・３0日㈫②5月2３日㈭、6月28日㈮、
7月３1日㈬いずれも午前9時３0分～
午後３時３0分 場健康センター 申 問5
月7日から電話で健康推進課成人保
健係☎042-497-2076へ

健康づくり推進員運営 
中里健やかクラブ

　大正琴の演奏です。 日5月8日㈬
午後1時３0分～３時３0分 場中里老人
いこいの家 直 問電話で健康づくり
推進員・田島☎042-492-5779

新緑盆栽会▶松柏、雑木、盆栽、山草の
展示。盆栽・山草の手入れの無料相談有
り。5月4日～5日10時～17時、水天宮境
内（中清戸二丁目）、無料、清石会・渋
谷☎042-491-790３
朗読劇の会きらり10周年公演▶活動を
続けて10年。今回は4演目です。お気軽
にお越しください。5月25日14時～（開
場は1３時３0分）、無料、児童センター、朗
読劇の会きらり・岩田☎090-60３5-7879
オペラ鑑賞会▶①歌劇「ラクメ」②歌劇

「マクベス」。日本語字幕付き。①5月10
日②6月9日いずれも1３時３0分～16時３0
分、アミューホール、無料、清瀬稲門会
・大畠☎042-491-0572
清瀬明治大学校友会及び懇親会▶市内在

住の明治大学校友の皆さんお待ちしてい
ます。5月26日総会1３時３0分～、懇親会
15時３0分～、総会＝生涯学習センター、
懇親会＝市内レストランカラオケ店（元町
一丁目）、懇親会３,000円、明治大学校友
会清瀬地域支部・粕川☎090-３540-1３87
第23回清瀬市舞踊連盟舞踊会▶古典・
新舞踊と変化があり楽しめる踊りです。
皆様の声援よろしく！ 5月19日1３時～
16時、清瀬けやきホール、無料、清瀬
市舞踊連盟・小俣☎042-492-0460
春季市民卓球大会▶個人戦・リーグ戦の
後、1部2部のトーナメント戦。締め切
り5月15日まで。小・中学生＝6月2日、
一般（小・中学生参加可）＝6月9日いず
れも9時～、市民体育館、小・中学生
500円、一般1,000円、連盟会員800円、
清瀬市卓球連盟・新村☎042-49３-1009
きよせワイワイフェスティバル開催（バ
ザー品の募集）▶献品を5月7日から18日
10時～18時に募集します。6月2日10時
～14時、三小、無料、清瀬わかば会後
援会・有働☎070-6400-9665
【お詫びと訂正】３月15日号5面に掲載し
た内容に誤りがありました。「激動の近
・現代社会とオリンピック ▶学校歴史
教育で未就学の～」とありますが、正し
くは「▶学校歴史教育で未学習の～」で
す。関係者の方々にお詫び申し上げると
ともに、訂正いたします。

【市民伝言板利用案内】
●6月15日号掲載希望の「催し物」の原稿は、
5月7日午前8時30分から15日までの間に受
け付け。先着25枠。9月15日号掲載希望の「サ
ークル仲間募集」の原稿は、8月15日まで受
け付け。
◦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

児童育成手当の新規申請を受け付け

　5月申請分から、平成３0年中の所
得を対象に審査します。
　所得制限限度額（下表参照）超過
により、支給対象外となっていた方
のうち、平成３0年中の所得が所得
制限限度額を下回っている方は、新
規の申請をしてください。
　手当は原則、申請受付日の翌月分
から支給します。6月分から受給す
るためには、5月7日㈫から３1日㈮
までに申請手続きをしてください。
現在手当を受給されている方は申請
の必要はありません。
◆育成手当
 対18歳到達後の最初の年度末に達
するまでの児童を養育しており、次
のいずれかに該当する方。父子また
は母子家庭の方、父または母の保護
命令や遺棄などの理由により父母以
外で児童を養育している方、配偶者
が重度の障害を有する方
 【支給額】児童1人につき月額1３,500
円 【必要書類】印鑑、申請者名義の
口座のわかるもの（通帳・カードな
ど）、申請者及び支給対象児童の戸
籍謄本（申請日の1か月以内に発行
したもの）、マイナンバー関係書類

（マイナンバーカードまたは通知カ
ードと写真付きの身分証明書）、申
請者の平成３1年度課税・非課税証
明書または所得証明書（マイナンバ
ーの提供により省略可）

◆障害手当　
 対次のいずれかの程度の障害を
有する20歳未満の児童を養育し
ている方。愛の手帳1～３度程度、
身体障害者手帳1～2級程度、脳
性麻痺、進行性筋萎縮症
【手当月額】児童1人につき月額
15,500円 【必要書類】印鑑、 申請
者名義の口座のわかるもの（通帳
・カードなど）、対象児童の身体
障害者手帳または愛の手帳の写
し、マイナンバー関係書類（マイ
ナンバーカードまたは通知カード
と写真付きの身分証明書）、 申請
者の平成３1年度課税・非課税証
明書または所得証明書（マイナン
バーの提供により省略可）
 申 問必要書類を持参し、子育て
支援課助成係☎042-497-2088へ
※申請は子育て支援課でのみ受け
付け。手帳不交付の場合や申請期
限までに必要書類がそろわない場
合など、詳しくはお問い合わせ先
へご連絡ください。
※2019年度の税証明は、すべて

「平成３1年度」と表示しています。

4月分から「児童扶養手当」の手当額が変わります

　平成３0年全国消費者物価指数
の実績値（対前年比＋1.0㌫）が公
表されたことに伴い、平成３1年4
月分以降の児童扶養手当額は、
1.0㌫引き上げとなりました（下表

1参照）。
 問子 育 て 支 援 課 助 成 係 ☎042-
497-2088
※令和元年度の児童扶養手当の支
給日・支給内訳は下表2を参照。

扶養親族等の 
人数（人）

所得制限 
限度額

0 3,604,000円
1 3,984,000円
2 4,364,000円

以後加算 
（１人につき） 380,000円

月額 平成31年3月分まで 平成31年4月分から
全部支給 42,500円 42,910円
一部支給 42,490円～10,0３0円 42,900円～10,120円

第2子 
加算

全部支給 10,040円 10,140円
一部支給 10,0３0円～5,020円 10,130円～5,070円

第３子
以降 
加算

全部支給 6,020円 6,080円
一部支給 6,010円～３,010円 6,070円～3,040円

支給日 内訳
8月15日㈭ 4月～7月分

11月15日㈮ 8月～10月分
令和2年 

1月15日㈬ 11月・12月分

令和2年 
３月1３日㈮

令和2年 
1月・2月分

男性も風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう

4月分からの児童扶養手当額（表1） 支給日・支給内訳（表2）

所得制限限度額表

立科山荘「信州味覚フェア」
　通常の宿泊料金にて信州の食材を
生かした特別献立のお得な夕食をご
用意します。 日5月25日㈯ 【金額】お
とな8,000円（1泊2食） 申 問清瀬市
立科山荘☎0267-51-2３00、フリー
ダイヤル☎0120-54-8977（市内の自
宅固定電話からのみ使用可）

　現在では乳幼児期に風しんの定
期予防接種の機会が設けられてい
ますが、下記対象者は定期予防接
種の機会が一度もなく、免疫を保
有している方の割合が他の年代に
比べて低い状況です。感染拡大を
防ぐため、抗体検査及び予防接種
を無料で行います。
 対昭和３7年4月2日～昭和54年4
月1日生まれの男性の方（対象者
のうち昭和47年4月2日以降生ま
れの方には、抗体検査及び予防接
種のクーポンを5月中旬に発送し
ます。その他の方には来年度以降
の発送を予定していますが、今年
度中に発行することも可能ですの
で、ご希望の方は右記まで問い合
わせください）
 期5月1日㈬～令和2年３月３1日㈫
 場指定医療機関（要予約）・健診

機関
  申特定健診や勤務先の健康診断
を行う際の健診機関か、全国の指
定医療機関（要予約）に、クーポン
と身分証明書（健康保険証や運転
免許証など）を持参し、抗体検査
を受検してください。検査の結果、
抗体が不足している方のみ予防接
種が可能です。その際は指定医療
機関に直接予約してください。
 問健康推進課健康推進係☎042-
497-2075
※妊娠を希望する女性やその同居
者の方、妊婦の同居者の方にも抗
体検査及び予防接種の費用を助成
する制度があります。
※詳しくは、お問い合
わせいただくか市ホー
ムページをご覧くださ
い。

詳細はこ
ちら
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①ダンスdeカガク 楽しく動いて背すじピン！
　美しく、かっこよく歩くことができるように、カラダを使って仕組み
を探ろう。 対 小学生（３年生以下は保護者同伴）。定員20人 日5月25日㈯
午前10時～11時３0分 費入館券おとな500円、4歳～高校生200円
②ダンスdeカガク 大人のためのカタのほぐし方
　カラダをほぐすダンスでコリ知らずを目指してみませんか。 対18歳
以上（現在治療中の方はご自身の責任で参加ください）。定員20人 日5月
25日㈯午後1時～３時 費入館券おとな500円
 講①②いずれもBig Family Tokyo 申 問①②5月14日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
日時、氏名（フリガナ）、年齢（学年）、郵便番号、住所、電話番号を記入し、
〒188-0014西東京市芝久保町5-10-64 多摩六都科学館☎042-469-6100へ
※当選者のみに参加券を送付します。
※5月の休館日は、7日㈫～10日㈮・1３日㈪、20日㈪、27日㈪です。

多摩六都科学館の催し物

①新・目指せ名人！ 天どん＋親子ど
　ん～師匠とその弟子ーシリーズ３
 日6月7日㈮午後7時～（開場は午後6時
３0分） 費一般2,000円・友の会1,800円
・シルバー（65歳以上、要証明）1,500
円・ペア３,000円、当日券2,200円（全
席指定、未就学児入場不可） 【出演】三
遊亭天どん、立川こしら、立川かしめ
②そうだじゅげむきこう 
 日5月25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】古今亭駒治（独演会）
③歌って健康！ 歌声サロン
 日5月22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講座「おけいこアロマ」
　バラを満喫！ 先着12人。 日5月17
日㈮午後2時～３時３0分 費2,000円
 講西脇直子氏
⑤絵本deリトミック
　絵本や手遊びで、親子や友達と楽し
く音楽で遊びます。各クラス先着16
人。 日6月4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 持子どもの飲み物・動きやす
い服装
⑥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5月21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 持タオル・バスタオル・
子どもの飲み物・お持ちの方は授乳用
ケープ
⑦講座「フラワーアレンジメント教室」
　各日先着8人。 日プリザーブドフラ
ワー＝6月22日㈯、、ハーバリウム＝7
月20日㈯、生花アレンジ＝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
⑧講座「健康タオル体操」
　先着20人。 日5月24日㈮午後2
時～３時 費500円 講岡﨑彩音氏
 持長さ75㌢～90㌢程度の細いタ
オル・ヨガマット（バスタオル可）
・飲み物・動きやすい服装
 申 問③は直接会場へ。それ
以外（⑤は5月7日、⑦は5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
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

①コミプラ音楽教室（無料で見学可）
（1）弦楽アンサンブル道場
（2）混声合唱教室
 日5月12日㈰・26㈰（1）午後2時～（2）
午後３時～ 費（1）月4,000円（2）月３,000円
（３）ギター教室
 日5月11日㈯・18日㈯・25日㈯午後6

時 費1回1,700円
②第２弾発酵パワー学ぶ＆造る
　第２回「米麴胡桃あんぱん」
　先着17人。 日5月18日㈯午前10時
～午後0時３0分 費2,000円（材
料費、容器代込み） 持エプ
ロ ン・ 三 角 巾・ 布 巾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

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

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

2019きよせの環境・ 
川まつりボランティア

　「きよせの環境・川まつり」の開催
に伴い、当日の川遊びのボランティ
アを募集します。 【開催日】7月27日㈯
午前10時～午後３時 申 問水と緑の環
境課環境衛生係☎042-497-2099へ

清瀬市児童センター運営委員

 対市内在住・在勤・在学の18歳以
上で、年2回程度の会議に出席可能
な方 【募集人数】2人 【任期】7月1日
㈪～令和３年6月３0日㈬ 【報酬】5,000
円（会議1回に付き） 申 問5月３1日(消
印有効）までに児童センター窓口に
ある応募用紙（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、応募動機を800字以内にまとめ
たものを添えて、直接窓口または郵
送で、〒204-0012中清戸３-2３5-5　
児童センター☎042-495-7700へ

5月都営住宅

 対世帯向け（一般募集住宅）、若年
夫婦・子育て世帯向け（定期使用住
宅）、居室内で病死などがあった住
宅 【募集案内の配布期間】5月7日㈫
～15日㈬ 【申込み締め切り】5月20
㈪（必着）
 【募集案内の配布場所・時間】まち
づくり課、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JKK東
京（東京都住宅供給公社）☎0570-
010-810（ 期 間 内 ）、 ☎0３-３498-
8894（期間外）

市民農園利用者

 対市内に住所を有し、野菜など農
作物の栽培に意欲のある世帯、1世
帯に付き1区画（20平方㍍）（すでに
市民農園を利用の方は不可） 
 【募集農園・区画】竹丘二丁目市民
農園・10区画 【使用期間】6月1日㈯
～令和4年2月28日㈪ 【使用料】1区
画あたり月1,500円（指定日までに
該当年度を一括納入） 申 問5月17日
（必着）までに往復はがきに住所・
氏名（ふりがな）・電話番号を記入し、
〒204-8511産業振興課産業振興係
☎042-497-2052へ
※応募者多数の場合は公開抽選会
（5月2３日㈭午前9時３0分～）を健康
センターで行います。

市営駐輪場定期利用者
　清瀬駅北口第2・第３駐輪場、秋
津駅南口・北口駐輪場の定期利用を
現地受け付けします。管理人常駐時
間は平日午前6時３0分～10時３0分と
午後2時３0分～6時３0分、バイクは
125ｃｃまで可（清瀬駅北口第2駐輪場
は平日午前6時３0分～午後6時３0分、

行政相談委員に 
石津氏・髙橋氏が再任

　行政相談委員は、総務大臣から委
嘱された民間有識者です。市民の身
近な相談相手として、行政に関する
苦情や行政の仕組み、手続き方法な
どの問題を解決するために助言や関
係機関に対する通知などを行いま
す。委員は、石津省次氏（下清戸一
丁目）・髙橋喜代二氏（下宿三丁目）
の2人です。 問秘書広報課広報広聴
係☎042-497-1808

全国瞬時警報システム（Jアラー 
ト）全国一斉情報伝達試験

　大規模災害などの発生時に国から

の緊急情報を伝達する全国瞬時警報
システム（Jアラート）を使用した情
報伝達試験が全国一斉に行われま
す。市では、すべての防災行政無線
を起動させ、試験放送を行いま
す。 日5月15日㈬午前11時～
 【放送内容】（上りチャイム音）→「こ
れはテストです（３回繰り返し）。こち
らは防災清瀬です。」→（下りチャイム
音） 問防災防犯課防災係☎042-497-
1847

軽自動車税の減免について
　障害者手帳・愛の手帳などが交付
されている場合、期限内に申請すれ
ば軽自動車税が減免されることがあ
ります。生計を一にする方が所有す
る軽自動車などについても減免の対
象となります。ただし、減免基準に
該当していても、申請期限が過ぎて
しまった場合は、適用されませ
ん。 【申請期限】5月３1日㈮
 問課税課市民税係☎042-497-2041

自転車安全利用 
TOKYOキャンペーン

　5月1日㈬から３1日㈮までの1か月
間「自転車安全利用TOKYOキャンペ
ーン」が実施されます。「自転車ナ
ビマーク」に沿っての通行と「自転
車用ヘルメット」の着用を守り運転
しましょう。 問道路交通課交通安
全係☎042-497-2096

春の全国交通安全運動
　5月11日㈯から20日㈪まで全国交
通安全運動を実施します。運動期間
中は、事故防止に向け、交通違反の
指導・取締りを強化します。皆さん
のご協力で、交通事故のない明るい
まちづくりにご協力ください。
　今回の重点は、「子どもと高齢者
の安全な通行確保と高齢運転者の交
通事故防止」「自転車の安全利用の
推進」「全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正しい着用の
徹底」「飲酒運転の根絶」「二輪車の
交通安全事故防止」です。 問道路交
通課交通安全係☎042-497-2096ま
たは東村山警察署☎042-３9３-0110

土・日曜日、祝日は午前11時３0分
まで常駐、バイクは50ｃｃまで）。
 費自転車は一般＝6か月7,200円・1
年14,000円、学生＝6か月5,000円
・1年10,000円。バイクは一般・学
生とも6か月12,000円・1年24,000
円（障害者手帳をお持ちの方は自転
車のみ半額） 持利用料金、割引の適
用を受ける方は学生証もしくは障害
者手帳 問シルバー人材センター☎
042-494-090３

きたたま農♡愛ランド 
日帰りバスツアー

　北多摩4市（清瀬市・西東京市・
東村山市・東久留米市）及びJA東京
みらい、東京観光財団などが連携し
て、農業体験ツアーを開催します。
各ツアーの内容など詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。各日先着
25人。 日①6月9日㈰②6月15日㈯
③7月20日㈯ 場①田無駅周辺②東久
留米駅③清瀬駅 申各開催日の2週間
前までにきたたま農♡愛らんどホー
ムページの応募フォーム
から申込み 問きたたま農
♡愛ランド事務局☎0３-
5３08-1580（平日午前10
時～午後5時）

詳細はこち
ら

30歳から39歳までの健康診査

 対市に住民登録している昭和55年4
月1日から平成2年３月３1日生まれの
方。先着700人 日6月～8月（5月下
旬に受診券を送付） 場市内契約医療
機関 申 問5月15日（消印有効）まで
に直接窓口または電子申請、官製は
がきに住所、氏名（ふりがな）、生
年月日、電話番号を記入し、健康推
進課成人保健係☎042-497-2076へ

ふまねっと運動
　ネットを踏まず歩くことで、歩行
機能アップ！  日①5月14日㈫②17
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

よってこカフェinふわっとん
　認知症に関心のある方ならどなた
でも参加できます。 日5月14日㈫・
28日㈫午後2時～4時 場Cafeふわっ
とん（上清戸一丁目） 費３00円（飲み
物、茶菓子付き） 直 問地域包括ケア
推進課地域包括支援センター☎
042-497-2082
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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5月18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 5月４日㈯・1９日㈰ 土曜日＝
午後３時
～４時
日曜日＝
午 前10
時～11時

筋力アップ体操 5月1２日㈰・２6日㈰
笑いヨガ＆ストレッチ 5月18日㈯
ゆるトレ 5月5日㈰
入門太極拳 5月11日㈯・２5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

5月７日㈫・２1日㈫午後７時～

5月1２日㈰・２6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

5・6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

1
日

武蔵野総合クリニック
元町1-8-３0☎0４２-４９6-７015

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）

本杉
医師

２
日

川辺内科クリニック
竹丘２-1-３☎0４２-４９6-３３11

天川
医師

３
日

清瀬診療所
元町1-1３-２７☎0４２-４９３-２７２７

本杉
医師

４
日

中島医院
元町1-３-４5☎0４２-４９5-6７２７

乾
医師

５
日

酒田クリニック
野塩5-２80-２☎0４２-４９6-７３２8

肥後
医師

６
日

宮本医院
松山1-４２-6☎0４２-４９1-05４７

水上
医師

12
日

杉本医院
元町２-７-1☎0４２-４９２-11９９

岩崎（敬）
医師

19
日

宇都宮小児科内科クリニック
元町1-8-２☎0４２-４９1-5556

大西
医師

26
日

ふじ井内科クリニック
元町1-11-1４☎0４２-４９３-７1２２

畑
医師

5月の

詳細はこちら

※5・6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
先人の知恵に学ぶ「柏もち作り講習会」
　清瀬の柏の葉を使い、季節の食べ物である柏もちを作ります。先着
15人。 日5月16日㈭午前9時30分～正午 費600円 講小俣洋子氏 申 問5月
2日から電話で郷土博物館☎042-493-8585へ

図書館からのお知らせ
「平成を振り返る」
　市内各図書館では平成に流行した資料や平成を象徴する出来事に関す
る資料を5月31日㈮まで展示・貸し出しします。平成という時代を、図
書館で振り返ってみませんか。 直 問中央図書館☎042-493-4326
第15回　図書館読書交流会『還暦すぎて本をだした！』

申問1～6は健康推進課母子保健係☎042-497-2077、7はNPO法人ウイズ
アイ☎042-452-9765Ｍinfo＠with-ai.net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。

5月２９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。

5月1７日㈮・6月２1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.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
乳児とその母親 （当日①に参加し妊婦の方と交流できる方）。先着5組 日5月２0
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）
5. 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1月②平成２９年10月③平成２8年４月に生まれた乳幼児とその保
護者 日①5月1４日㈫②5月７日㈫③5月２1日㈫
6. 1歳児子育て相談会※
 対平成３0年４月に生まれた幼児とその保護者 日5月３1日㈮

児童センタ
ー

7.すくすくクッキング
調理と試食をしながら、離乳食や食育につい
てお話しします。
 対離乳食開始前後の子どもを持つママ

5月1３日㈪午前10時～午後0時
３0分

コミュニティ
プラザひま
わり

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親
※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。連休中の開催状況は上記にお問い合わせいた
だくか市報4月15日号2面をご覧ください。

 対友の会会員、新規入会者（当日
受け付け可） 日5月25日㈯午後1時
30分～（総会終了後、特別講演を
行います） 【友の会年会費】1,000

円 【特別講演】「清瀬・明治維新と
鉄道」 講郷土博物館職員　中野光
将 場 直 問郷土博物館☎042-493-
8585

郷土博物館友の会定期総会・特別講演

　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。

市内小・中学生の作品が東京消防庁の
「防火防災標語」優秀作品に選ばれました

　東京消防庁が公募
する「防火防災標語」
で、「防火標語」の
優秀作品に瀨下真優
奈さん（八小6年〈当
時 〉）、「 救 急 標 語 」 署長感謝状を受ける宮澤さん（左）と瀨下さん（右）

◆市（緑地保全基金）へ
　酒井様（50,000円）、ひまわりボ
ランティア様（9,895円）
◆市（まちづくり応援基金）へ
　匿名様5件（60,000円）
◆市（安全・安心なまちづくりに向
　けた備品購入費等）へ
　ニッセイロールペーパー株式会社
代表取締役 日野徳久様（3,000,000円）
◆市（小・中学生を対象とした文化
　・体育・スポーツ振興）へ
　 青 梅 信 用 金 庫 秋 津 支 店 様

（200,000円）
　ありがとうございました。

の優秀作品に宮澤大地さん（二中1年〈当時〉）が選ばれました。2人には
清瀬消防署長から署長感謝状が贈呈されました。
　「防火防災標語」は防火防災対策を推進するため公募されており、「防
火標語」に17,773点、「救急標語」に15,831点の応募がありました。
　おめでとうございます。　

　高野一枝氏に『すてきな司書の図書館めぐり』
『システムエンジニアは司書のパートナー』出版
の経緯と苦労を語っていただきます。 対市内在
住の中学生以上の方。先着20人 日6月1日㈯午
前10時30分～正午 場 申 問5月1日から直接窓口
または電話で中央図書館☎042-493-4326へ
※月曜日休館。

『
す
て
き
な
司
書
の
図
書
館

め
ぐ
り
　
～
し
ゃ
っ
ぴ
い
ツ

ア
ー
の
た
ま
て
ば
こ
～
』高

野
一
枝
／
編
著
・
郵
研
社

就職面接会in東久留米＆清瀬
　直接自分をアピールできる絶好の
チャンス！  日5月16日㈭面接対策
セミナー＝午前10時～正午、就職面
接会＝午後2時～4時 場東久留米市
市民プラザホール（東久留米市本町
三丁目） 【参加企業数】5社（予定） 持応
募する会社の分の履歴書 直 問ハロ
ーワーク三鷹☎0422-47-8617

子どもと高齢者 
の自転車安全教室

　春の全国交通安全運動中に、自転
車安全教室を実施し、子どもと高齢
者への交通安全マナーの周知徹底を
図るため、東村山警察による自転車
実技指導を行います。 日5月19日㈰
午前10時～11時30分（雨天中止）
 場清小 直 問駐車場交通協力会・小
原☎090-3348-6847

日本赤十字社へご理解・ 
ご協力をお願いします

　日本赤十字社の活動は、皆さんか
らの活動資金（会費や寄付金）で成

り立っています。毎年5月は赤十字
運動月間です。活動資金（寄付金）
の募集を行いますので、ご理解・ご
協力をお願いします。また、平成
30年度に日本赤十字社東京都支部
より災害救援用テント1張が配備さ
れました。 問地域包括ケア推進課
福祉総務係☎042-497-2056
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