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全編生解説プラネタリウム
「天文ニュースでふりかえる『平成』」
　多摩六都科学館開館25周年を記念した特別番組です。平成に起き
た天文現象や宇宙開発について10のニュースを選んで紹介します。
あの日あの時、あなたは何をしていたでしょう。先着234人。 日5月
17日㈮まで午後3時50分～（4月1日㈪～7日㈰、4月24日㈬、5月15日
㈬・16日㈭、土・日曜日＝午後1時10分～、午後3時50分～、4月29
日㈪～5月6日㈪＝午後2時～、午後4時30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へ
※当日、インフォメーションにて観覧券を発券しま
す。
※4月の休館日は、8日㈪～11日㈭・15日㈪～18日㈭、
22日㈪です。

多摩六都科学館の催し物

①清瀬リコーダーフェスティバル 
　Vol.4リコーダーオーケストラを楽
　しもう！
　清瀬リコーダーオーケストラやリコ
ーダーアンサンブル、チェンバロ、ヴ
ィオラ・ダ・ガンバの演奏もお楽しみ
いただけます。 日4月21日㈰午後3時
～（開場は午後2時30分） 費一般2,500
円・友の会2,000円・ペア4,000円・
シルバー（65歳以上、要証明）1,500円
・高校生500円・中学生以下無料（全
席自由） 【出演】松浦孝成（リコーダ
ー）、脇田美佳（チェンバロ）、譜久島
譲（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
②そうだじゅげむきこう 
　和室で楽しむ落語会です。椅子席も
あります。 日4月27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】立川こ
はる、春風亭正太郎
③歌って健康！ 歌声サロン
　懐かしい名曲をプロによる生演奏で
歌ってみませんか。 日4月23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」
　カラーバスソルトを楽しもう！　先
着12人。 日4月16日㈫午後2時～3時
30分 費1,500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5月7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」
　赤ちゃんへのマッサージです。 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4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 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」
　先着8人。 日生花アレンジメント＝
4月20日㈯、ハーバリウム＝5月11日
㈯いずれも午前9時30分～11時30
分 費3,000円（生花のみ別途器代） 講福
井ひろ子氏
 申 問③は直接会場へ。そ
れ以外（⑤は4月3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朋郎ライブ、もうすぐ開催！！～新　
しくて懐かしいにっぽんの音～
　澄んだ笛の音、身体に響く太鼓の音。
一生に一度は聴いてほしい篠笛の音、

の催し物
清瀬けやきホール

太鼓の鼓動！ 先着100人。 日4月13日
㈯午後1時30分～（開場は午後1時）
 費1,300円（ドリンク付き、税込み）
 【出演】内藤哲郎、武田朋子
 【チケット販売】コミュニティプラザ
ひまわり、竹丘・中清戸・中里地域市
民センター
②夜ヨガ
 日4月～6月の毎週水・金曜日午後7時
～8時 費1回800円 持ヨガマット・タ
オル・飲み物 講樋山満美子氏
③リフレッシュ・フラ講座～美しい姿
　勢＆しなやかな自分に～
　先着15人。 日4月6日～6月22日ま
での土曜日（月2～3回・全8回）午前

10時～11時 費1回800円 持スカート・
タオル・飲み物・ウェットティッシ
ュ 講岡本寿美恵氏
④第5回ひまわりマルシェ＆コミプラ
　発表会開催
　発表会や手作り作品、ワークショッ
プ、屋台など多数出品予定です。子ど
もからおとなまで楽しめるイベントで
す。 日4月28日㈰午前9時
～午後3時（発表会は午前
10時30分～、雨天中止）
 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

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。平成30年11月～1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

小型充電式電池の出し方
　リチウムイオン電池やニカド電
池、ニッケル水素電池は、JBRC登
録協力店の回収ボックスにお出しい
ただいてますが、平成31年4月より
「ごみ減量推進課」と「市内に設置さ
れている使用済み小型家電の収集ボ
ックス」にもお出しいただけるよう
になりました。 問ごみ減量推進課
ごみ減量推進係☎042-
493-3750
※場所など詳しくは、市
ホームページをご覧くだ
さい。

狂犬病予防注射
　狂犬病の予防注射は、毎年1回（4
月1日～6月30日）受けさせることが
義務付けられています。
◆屋外会場
 日4月4日㈭ 場児童センター駐車場、
竹丘公園、野塩・下宿地域市民セン
ター、健康センター駐車場
※時間など詳しくは市ホームページ
をご覧ください。
◆動物病院会場
 日4月1日㈪～30日㈫ 場清瀬獣医科
病院、かざま動物病院、田中動物病
院、くるめ動物病院、どんぐり動物
病院、山村獣医科、本橋
動物病院、久米川みどり
動物病院
 費3,650円 持申請書
 申 問水と緑の環境課環境
衛生係☎042-497-2099へ
平成31年度国民年金保険料が 

改定されました
　4月から平成32年（2020年）3月ま
での国民年金保険料は、1か月
16,410円です。国民年金1号被保険
者の方に日本年金機構から平成31
年度の国民年金保険料納付案内書が

測定 
施設

自己 
規制値

平成30年
11月 12月 1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

4月上旬に発送されます。保険料は
2年分前納すると（4月～平成33年
（2021年）3月）14,520円割引、1年
分前納すると3,500円割引、半年分
前納すると800円割引されます。口
座振替にするとさらに割引率が上が
ります。 問武蔵野年金事務所☎
0422-56-1411

産前産後期間の国民年金 
保険料が免除

 対国民年金第1号被保険者で出産日
が平成31年2月1日以降の方
 【免除期間】出産予定日または出産
日が属する月の前月から4か月間(以
下「産前産後期間」といいます)。ま
た、多胎妊娠の場合は、出産予定日
または出産日が属する月の3か月前
から6か月間 【届出時期】出産予定日
6か月前から届出可能 問保険年金課
年金係☎042-497-2049

平成31年度　就学援助制度
　就学援助制度は、経済的理由によ
って学用品費・給食費・修学旅行費
などの支払いにお困りのご家庭に対
し、費用の一部を援助する制度で
す。 対市内に住民登録があり、公
立小・中学校に在学する児童・生徒
の保護者（収入審査あり）
【受け付け期間】4月5日㈮～26日㈮
午前9時～午後5時（土・日曜日は除
く） 場教育総務課窓口 問教育総務課
学務係☎042-497-2539
※5月以降も年間を通じて受け付け
ていますが、申請した月分からの支
給となります。
※毎年度の申請が必要です。

自立支援医療費制度・精神障 
害者保健福祉手帳制度について
　市では自立支援医療費（精神通院）
制度及び精神障害者保健福祉手帳制
度の更新申請が可能となる有効期間

満了日の3か月前に、対象となる方
に更新のお知らせを送付しておりま
した。
　この度、自立支援医療受給者証（精
神通院）の様式が変更され、更新開
始日が受給者証に記載されるように
なり、利用者が更新開始日を確認で
きるようになりました。これにより、
平成31年4月1日より、精神障害者
保健福祉手帳制度と併せ
て更新のお知らせの送付
を終了します。 問障害福
祉 課 庶 務 係 ☎042-497-
2072

固定資産（土地・家屋） 
縦覧帳薄の縦覧

　平成31年度固定資産（土地・家屋）
縦覧帳簿が下記期間で縦覧できま
す。これは、所有する土地・家屋と、
他の土地・家屋との価格を比較する
ことにより、所有する固定資産の評
価が適正であるか確認できるように
することを目的としています。
 対市内に固定資産をお持ちの納税
者（平成31年1月1日現在） 【期間】4
月1日㈪～5月31日㈮午前8時30分～
午後5時（土・日曜日、祝日を除く）
 場課税課 持印鑑・身分証明書（平成
31年度の納税通知書（4月下旬発送
予定）でも可）・委任状（本人でない
場合のみ） 問課税課固定資産税係☎
042-497-2042
お引越し・契約の変更、水道使用 
の開始・中止の申込みについて
◆東京都水道局多摩お客様センター
 【受け付け時間】午前8時30分～午後
8時（日曜日、祝日を除く） 問固定電
話から＝☎0570-091-100（ナビダイ
ヤル）、携帯電話から＝☎042-548-
5100ま た は0570-091-100、 Ｆ042-
548-5115

「提案募集型」 
ネーミングライツ・スポンサー
　市では、市の自主財源の確保を目
的としてネーミングライツ・スポン
サーを募集します。募集方法は「施
設特定募集型」と「提案募集型」の2
種類ありますが、今回は「提案募集
型」を募集します。【対象施設】市が
所有する施設（施設の一部分も可）、
備品類、イベント 【応募資格】法人
格を有する団体 【応募期間】随
時 申 問企画課企画調整担当☎042-
497-1802へ

東京消防庁消防職員
　東京消防庁の消防業務に従事する
消防職員採用試験を行い
ます。詳しくは、東京消
防庁ホームページをご覧
ください。 問清瀬消防署
☎042-491-0119

東京消防庁
ホームペー
ジ
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