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限規制が導入されます＝平成３１年4
月１日～（中小企業は平成３2年4月１
日～）②年次有給休暇の確実な取得
が必要です＝平成３１年4月１日～③
正規雇用労働者と非正規雇用労働者
の間の不合理な待遇差が禁止されま
す＝平成３2年4月１日～（中小企業は
平成３３年4月１日～）
※詳しくは、東京労働局のホームペ
ージをご覧ください。
問①②三鷹労働基準監督署☎0422
・67・065１、③パートタイム・有
期雇用労働者＝東京労働
局雇用環境・均等部指導
課 ☎0３・３5１2・１6１１、
派遣労働者＝同局需給
調整事業部第二課☎0３
・３452・１474

大人のための現代天文学入門～重力波と
ブラックホール～
　現代天文学の入門的な講座です。ノーベル賞の受賞対
象となった歴史的な大発見、重力波とブラックホールに
ついて一緒に考えましょう。 対おとな（１8歳以上、高校
生不可。参加者以外の同伴不可）。先着３0人 日１2月１2日
㈬午前１１時～正午 費入館券500円 直 問多摩六都科学館☎
042・469・6１00
※当日午前9時３0分よりエントランスホールにて参加券を配布します。
※１2月及び年末年始の休館日は、３日・１0日・１7日の月曜日、29日
㈯～平成３１年１月３日㈭です。

多摩六都科学館の催し物

①そうだじゅげむきこう 
 日１2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】玉川太福（浪曲・
独演会）、玉川みね子（曲師）、三遊亭
あおもり
②歌って健康！　歌声サロン
 日１2月１9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
③講座「おけいこアロマ」
アロマキャンドルバーを作ろう。先着
１2人。 日１2月2１日㈮午後2時～３時３0
分 費2,000円 講西脇直子氏
④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１2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 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
⑤講座「写経教室１月～３月」
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＝平成３１年１月
7日、2月4日、３月4日、木曜教室＝平
成３１年１月24日、2月１4日、３月7日各
曜日いずれも午前１0時～正午 費全３回
３,000円（用紙代別） 講横田游心氏 持大
筆・小筆・すずり・墨汁・下敷き・文

鎮・半紙
 申 問②は直接会場へ。それ
以外（⑤は１2月１0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小粋な水引正月飾り講座
先着１0人。 日１2月１5日㈯午後１時～３
時３0分 費１,800円（材料費込み） 持は
さみ・作品を入れる袋
②発酵パワー学ぶ＆造る第9回「クリ
　スマス・シュトーレン」パン編
先着１4人。 日１2月22日㈯午後１時３0
分～３時３0分 費2,400円（材料費込み）
 講パンシェルジュ　高田妃出美氏
 持エプロン・三角巾・布巾2枚
③弦楽と歌によるクリスマスコンサート
 日１2月2３日㈰⑴親子クリスマスコン
サート＝午前１１時～正午⑵弦楽と歌
によるクリスマスコンサート＝午後３
時３0分～5時 費⑴１家族800円⑵１,500
円 【演奏者】高田剛志、高田真生、デ
ィエゴ・ピッチョーニ、坂口昂平、管
野真貴子、桜井雅彦
※⑴⑵とも開場は３0分前。
④第４回ひまわりマルシェ
発表会や手作り雑貨品の販売などを開
催します。 日１2月2３日㈰午前１0時～
午後4時（発表会は午前１0時３0分～午
後３時３0分予定、雨天決行）

の催し物
清瀬けやきホール ⑤ボッチャ体験in清瀬コミプラ

どなたでも参加できます。見学のみも
可。 日平成３１年１月１9日㈯午前１0時
～正午 費200円（飲み物代・保険付
き） 持上履き・タオル・運動しやすい
服装
※装身具利用者と幼児は保護者同伴で

す。 
申 問いずれも（③のみ竹
丘・中清戸・中里地域市
民センターでも）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

コミュニティ
プラザひまわ
りホームペー
ジ

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

きよせにんじんジャム 
２倍ポイントシールの実施

　「きよせにんじんジャム」をご利
用いただいている方に感謝の気持ち
を込めて、にんじんジャムを１個お
買い求めいただくごとに、ポイント
シールを2枚差し上げます（通常は１
枚）。１0枚集めると、にんじんジャ
ムを１個プレゼント！　取扱店は、
オレンジ色の旗が目印です。
 【キャンペーン期間】１2月１日㈯～
25日㈫ 問清瀬商工会☎042・49１・
6648
※詳しくは清瀬商工会ホームページ
をご覧ください。

医療従事者の皆さんへ
　医師法などにより１2月３１日現在
の届出が必要です。医師・歯科医師
・薬剤師の方は届出票を、保健師・
助産師・看護師・准看護師・歯科衛
生士・歯科技工士の方は業務従事者
届を提出してください。届出用紙は
都内保健所で配布しています。

多摩六都
科学館ホ
ームページ

 期平成３１年１月１5日㈫まで
 【提出場所】保健所 問東京都福祉保
健局医療人材課☎0３・5３20・45１7、
薬務課（薬剤師のみ）☎0３・5３20・
450３

調理師の方へ
　調理師法により、都内で調理業務
に従事している調理師免許取得者は
１2月３１日現在の就業場所などの届
出が必要です。 期平成３１年１月１5日
㈫まで 【提出場所】指定受理機関へ
 問東京都福祉保健局健康安全部健
康安全課☎0３・5３20・
4３58
※届出用紙や届出先など
詳しくは、都内保健所窓
口または東京都福祉保健
局ホームページでご確認
ください。

立科山荘お得なスキーパック
　１2月8日㈯にスキー場がオープン
します！　市内在住の方には、今年
も白樺高原国際スキー場・しらかば 
2ｉｎ１スキー場共通リフト券が立科町
との友好都市割引にて購入できま
す。 対市内在住の方【割引例】おと
な１日券4,000円→2,500円 問清瀬市
立科山荘☎0267・5１・2３00
※購入の際は立科山荘発行の証明書
を提示していただきます。
※年末年始など対象外の期間は立科
山荘スキー宿泊パックをご利用くだ
さい。
※詳細は立科山荘ホームページまた
は上記へお問い合わせください。

「働き方」が変わります！
　平成３１年4月１日から働き方改革
関連法が施行されます。主な内容は
次のとおりです。①時間外労働の上

清瀬市高齢者住宅入居者
　シルバーハイツさざんか（松山三
丁目）、シルバーハイツこぶし（野
塩四丁目）、シルバーピアみずき（野
塩四丁目）です。各１戸で３戸とも１Ｄ
Ｋの2階です。 対次の条件を全て満
たす方。①65歳以上（申込み時点）
②市内在住2年以上（申込み時点）③
収入が基準内である④住宅に困って
いる⑤自立して生活できる⑥暴力団
員ではない 【申込み期間】１2月３日㈪
～１0日㈪ 持印鑑 申 問直接高齢支援
課高齢福祉係☎042・497・208１へ
※入居は4月以降の予定です。

都民住宅入居者

 対中堅所得者
 【募集案内の配布期間】１2月３日㈪～
１１日㈫ 【申込み締切日】１2月１３日㈭
（必着） 【募集案内の配布場所】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
所夜間受付で配布）、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）☎0３・３498
・8894
※空き家が発生次第、随時JＫＫ東京
ホームページに情報を公開します。

創業塾（５日間コース）受講者
　起業に必要な知識などを体系的に
学べるセミナーです。 対起業に興
味がある方・起業して間もない方。
先着40人 日平成３１年１月１9日・26
日、2月2日・9日・１6日の土曜日午
前１0時～午後4時３0分 場東京都労働
相談情報センター国分寺労政会館
（国分寺市南町三丁目） 費5,000円
（全5回分） 申 問電話で清瀬商工会☎
042・49１・6648へ

多摩六都科学館組合職員
　平成３１年4月１日付けで採用する

職員を募集します。 【職種・人数】一
般事務（大学卒業程度）・１人程度
 【資格】平成元年4月2日から平成9年
4月１日までに生まれた方
 【試験日】平成３１年１月20日㈰
 申 問１2月１7日から2１日（午前9時～
午後5時）までに、同組合管理課で
配布（同組合ホームページからもダ
ウンロード可）している申込書に必
要事項を記入し、直接多摩六都科学
館組合管理課☎042・469・6982へ

清瀬市議会
第4回定例会開会

　平成３0年清瀬市議会第4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

12

4㈫
本会議（一般質問）5㈬

6㈭
10㈪ 総務文教常任委員会
11㈫ 福祉保健常任委員会
12㈬ 建設環境常任委員会議会運営委員会
19㈬ 本会議（最終日）

※時間は、１2月１2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

東京労働
局ホームペ
ージ

◆市（一般等寄附金）へ
　清瀬市バードゴルフ様（4,３３１円）
◆市（まちづくり応援基金）へ
　匿名様6件（80,000円）
ありがとうございました。

■ 今月開催の会議・委員会
会議・委員会名 日時 場所 申込み・問合わせ 備考

平成30年度第1回
清瀬市文化財保護
審議会

12月13日㈭
午前10時～ 郷土博物館 郷土博物館☎042・493・

8585
傍聴希望者は
直接会場へ。

第2回清瀬市市制施
行50周年記念事業
実行委員会

12月18日㈫
午後6時30分～

男女共同参
画センター

企画課企画調整担当☎
042・497・1802

傍聴希望者は
直接会場へ。

商工会ホー
ムページ

東 京都 福
祉保健局ホ
ームページ

立科山荘ホ
ームページ


