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第3２回つながりカフェ
　つながりカフェは誰でも参加で
き、人と人との想いを繋げる交流や
情報交換の場です。 日2月7日㈭午
後１時～３時３０分（ミニミニコンサー
ト＝午後１時３０分～2時2０分、ハン
ドメイド（無料）「新聞ちぎり絵」＝
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

多摩六都フェア 
ぴゅあ　あーと展

　多摩北部都市広域行政圏協議会
（清瀬市・小平市・東村山市・東久
留米市・西東京市）では、市域を越
えた文化事業として「多摩六都フェ
ア」を展開しています。その一環と
して、「ぴゅあ あーと展」を開催し
ます。 日2月１３日㈬＝午後4時～6時
３０分（オープニングセレモニー＝午
後5時３０分～）、１4日㈭・１5日㈮＝
午前１０時～午後5時 場東久留米市役
所（東久留米市本町三丁目） 直 問東
久留米市企画経営室企画調整課☎
０42-47０-77０2
「文化財防火デー」の消防演習
　市内にある貴重な文化財を火災や
地震などの災害から守るため、消防
演習を行います。 日１月１8日㈮午前
１０時 ～ 場 長 命 寺（ 下 清 戸 二 丁
目 ） 直 問 清 瀬 消 防 署 ☎０42-49１-
０１１9

第14回川でつながる発表会
　新河岸川流域内の学生が、川・水
・環境について、日ごろの活動成果
を発表します。 日2月2日㈯午前9時
～午後4時 場生涯学習センター 内①
現地見学会＝午前9時～正午（要申
込み）②発表会＝午後１時～4時（申
込み不要） 持昼食 申 問新河岸川流域
川づくり連絡会・今

こ ん の

野☎０３-３2３8-
8257へ

遺言・相続・成年後見 
無料相談会

　遺言・相続・成年後見に関しての
無料相談を行います。 日１月１9日㈯
午後１時～4時３０分 場生涯学習セン
ター 直 問行政書士きよせ会・花井
☎０42-497-9945

知って得する終活講座2回
　テーマは①「自分らしい最後を迎
えるために～老・病への備え～」②

「現代のお葬式とお墓～誰が葬儀を
担い、お墓を引き継ぐのか～」です。
各回先着３5人。 日①2月１３日㈬、②
３月１日 ㈮ い ず れ も 午 後2時 ～4時
 場消費生活センター 講シニア生活
文化研究所所長　小谷みどり氏 
申 問１月１6日（平日午前9時～午後5
時）から直接窓口または電話で消費
生活センター☎０42-495-62１１へ
※保育あり（6か月～未就学児、各

市営住宅の入居者
【募集戸数】１ＤＫ１戸（１人以上世帯対
象 ）、３ＤＫ・３ＬＤＫ5戸（３人 以 上 世 帯
対象）【募集案内の配布期間】１月2３
日㈬～３０日㈬【申込み締切日】2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、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

平成31年度市立保育園 
給食用食材納入業者登録受け付け

　市立保育園の給食で使用する食材
（肉・魚・青果など）の納入業者の
登録を受け付けます。
【申請書配布期間及び受け付け期間】
１月１5日㈫～2月１日㈮
【申請書配布・申請受け付け場所】
子育て支援課 問子育
て支援課保育・幼稚
園係☎０42-497-2０87
※詳しくは上記へ。

学校給食物資一括購入 
納入業者登録申請受け付け

　平成３１年度用の登録申請を受け
付けます。
【申請書配布期間】１月１5日㈫～

【市民伝言板利用案内】
●3月1日号掲載希望の「催し物」の原稿は、1月15日午前8時30分から2月1日までの間
に受け付け。先着25枠。3月15日号掲載希望の「サークル仲間募集」の原稿は、2月15日ま
での間に受け付け。
◦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

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。１月28日～2月３日１０
時～１7時（初日は１5時～）、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
見えない・見えづらい方のための茶話
会▶視覚障害者の生活に役立つ情報交
換をしています。１月24日、2月28日、
３月28日いずれも１３時３０分～１5時３０
分、消費生活センター、１００円（茶菓
子代）、清瀬視覚障害者グループあか

り・長嶋☎０8０-１１45-86１9
コーラス体験教室▶オペラ歌手の先生
によるコーラス体験。初心者大歓迎。
１月３１日１4時～１5時３０分、野塩地域
市民センター、5００円、コーラスぐる
ーぷ縁・壹

い き

岐☎０9０-１859-64００
70歳以上の方の手習・健康マージャ
ン・囲碁・将棋の話▶7０歳からの手
習い。健康麻雀、囲碁・将棋はいかが
でしょうか！　１月26日１０時３０分～
１１時３０分、竹丘老人いこいの家、無料、
昭和元気会・見世☎０42-495-829０

回先着３人、要申込み）。

アイレック講座
　テーマは「『大規模災害！大切な
家族の命をどう守る？』～暮らしの
中で取り組む防災対策～」です。『東
京くらし防災』の「女性視点の防災
ブック」編集・検討委員会委員の国
崎信江氏と、今すぐできる防災につ
い て 考 え ま し ょ う。 先 着8０人。
 日2月１9日㈫午後2時～4時 場アミ
ューホール 講㈱危機管理教育研究
所代表　国崎信江氏 申 問１月１5日か
ら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、要申込み）。手話通訳付き。

地域活動のための 
資金づくりのポイント

　助成金活用の方法、寄付の募り方
などを事例を交えて学びます。
 対ボランティア、市民活動団体、Ｎ
ＰＯ法人、福祉施設などの方 日１月３１
日㈭午後2時～4時 場きよせボラン
ティア・市民活動センター 申 問電
話できよせボランティア・市民活動
センター☎０42-49１-9０27へ

【申請受け付け期間】2月１日㈮～8日㈮
【申請書配布・申請受け付け場所】
教育総務課【提出書類】申請書・食
品衛生監視票・営業許可書の写し・
未納がないことを証
する納税証明書（そ
の３の2・その３の３）
 問教育総務課学務係
☎０42-497-25３9
たまロボットコンテスト出場者

　「第１8回たま工業交流展」でロボ
ットコンテストを開催します。
 対小学4年生～中学生（2人１組、小
学生は親子ペア、応募者多数の場合
は抽選）。定員３０組程度 日2月2３日
㈯午前１０時～午後4時 場多摩職業能
力開発センター（昭島市東町三丁目）
 申 問たま工業交流展実行委員会☎
０42-527-27００へ
※使用する機材（オリジナルプロッ
チ）は当日配布し、プログラミング
講座の後、競技を行います。詳しく
は、たま工業交
流展またはたま
ロボットコンテ
ストホームペー
ジをご覧くださ
い。

たま 工 業
交 流 展ホ
ーム ペ ー
ジ

たまロボッ
トコンテス
トホームペ
ージ

子どもの発達支援・ 
交流センター公開講座

　テーマは「家族・支援者が知る＜
自閉スペクトラム症＞児のココロ」
です。先着2００人。 日2月2日㈯午後
１時３０分～4時 場児童センター 講多
摩北部医療センター小児科医師　岩
崎博樹氏 申 問電話・ファクス・メ
ール（件名「講座申込み」）のいずれ
かで、氏名（ふりがな）・所属（あれば）
・連絡先を記載し、子どもの発達支
援・交流センターとことこ☎０42-
495-３０３０Ｆ０42-495-３０３１Ｍtocoto
co@kiyose-hattatsu.jpへ

講演会　「高次脳機能障害 
―自分らしく生きるために―」

　第１部は「高次脳機能障害者のリ
ハビリテーションに関する基調講
演」、第2部は「高次脳機能障害当事
者の体験談」です。
 日１月１9日㈯午後１時３０分～4時３０
分 場清瀬けやきホール【登壇者】田
無病院医師　鴨下博氏、東京病院医
師　新藤直子氏、高次脳機能障害当
事者など【主催】北多摩北部地域高
次脳機能障害者支援ネットワーク協
議会 直 問障害福祉課障害福祉係☎
０42-497-2０7３

家族介護者教室～コツさえわ 
かればこんなに楽になる！～

 対家族介護者、介護を受けている高
齢者、ボランティアなど。先着4０
人 日2月6日 ㈬ 午 前１０時 ～１１時３０
分  場生涯学習センター 内①安全な
移乗介助等の介護技術を知ろう！　
②知って安心とっさの対応③福祉用
具でこんなに安全に生活できる
 講理学療法士、救急救命士、福祉用

具専門相談員 申 問直接窓口または
電話で地域包括ケア推進課地域包括
支援センター☎０42-497-2０82へ

公立昭和病院 
第２6回市民公開講座

 日2月2日㈯午後2時３０分～4時（開
場は2時） 場小金井宮地楽器ホール

（小金井市本町六丁目） 講 内「大腸が
ん検診の現状と課題」＝小松外科胃
腸科院長　小松淳二、「大腸がんの
早期診断、治療について～早期発見
でお腹を切らずに治せます」＝公立
昭和病院内視鏡科担当部長　浦牛原
幸治、「大腸がんの外科的治療・薬
物治療」＝公立昭和病院外科・消化
器外科医長　板橋哲也 直 問公立昭
和病院医事課☎０42-46１-００52（内線
2１7１）
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アサーティブ講座
　日常生活にアサーティブを取り入
れ、自分自身はもちろんのこと相手
も大切にするコミュニケーションを
学び、よりよい日々にしてみません
か。 日2月１日・8日・１5日・22日
の金曜日 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
※時間など詳しくは上記へ。

平成30年11月生まれの 
新米ママと赤ちゃんの会

　子育てのスタートの不安や困りご
とに関していろいろなことが学べる
4回連続講座です。 対平成３０年１１月
生まれの子どもとその母親（第１子
の方） 日2月１日・8日・１5日・22日
の金曜日午後１時３０分～4時
 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
☎０42-452-9765Ｍ info@
with-ai.netへ


