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秋の企画展「鏡であそぼう！　～ミラーク
ルワールド～」
　鏡に映ったり映したり、何枚も組み合わせたり、不思議でキレイで
おもしろい、鏡の世界「ミラークルワールド」であそぼう。同時開催
の「日本万華鏡大賞展」もお楽しみください。
日10月6日㈯～11月4日㈰午前9時30分～午後5時費入館
券おとな500円、4歳～高校生200円直問多摩六都科学
館☎042・469・6100
※10月の休館日は、2日㈫～5日㈮・9日㈫・15日㈪・
22日㈪・29日㈪

多摩六都科学館の催し物

■ 今月開催の会議・委員会

会議・委員会名 日時 場所 問合せ 備考
第4回清瀬市公共施
設再編計画市民検
討委員会

10月26日㈮
午後6時～

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

平成30年住宅・土地 
統計調査を実施しています

　調査員証を携帯した調査員が、調
査対象の世帯に調査票を配布してい
ます。調査は、インターネットまた
は紙の調査票での回答をお願いしま
す。期10月8日㈪まで問文書法制課
統計係☎042・497・2032
◆「かたり調査」にご注意ください！
　住宅・土地統計調査をよそおった
不審な訪問者や、不審な電話・電子
メールなどにご注意ください。不審
に思った際には、回答せずに、速や
かに統計係へお知らせください。

中学校特別支援教室 
開設説明会

　平成31年度から市立中学校全校
に開設予定の特別支援教室の保護者
向け説明会です。日10月19日㈮午
後3時～4時場中清戸地域市民セン
ター直問指導課指導事務係☎042・
497・2554
※車での来場はご遠慮ください。

柳泉園組合の水銀濃度 
分析計測定結果

　　　　　単位：ｍｇ／ノルマルリューベ
測定施設 自己規制値 5月 6月 7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

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

東京都最低賃金 
改正のお知らせ

　東京都最低賃金は、平成30年10
月1日から時間額985円に改正され
ます。東京都内で働く全ての労働者
に適用されます。問東京労働局労働
基準部賃金課☎03・3512・1614ま

たはワン・ストップ無料相談窓口「東
京働き方改革推進支援センター」☎
0120・662・556

赤い羽根共同募金運動
　10月1日から「赤い羽根共同募金
運動」が始まります。寄付金は社会
福祉を目的とする事業に配分されま
す。ご協力をお願いします。問社会
福祉協議会☎042・495・5333

「油・断・快適！下水道」 
～下水道に油を流さないで～
　キッチンから流れた油は、下水道
管のつまりや悪臭の原因となりま
す。鍋や食器に付いた油は洗う前に
拭き取りましょう。この行動が川や
海の良好な水環境につながります。
問東京都下水道局☎03・5320・
6515

東京水道あんしん診断実施中
　水道局では「東京水道あんしん診
断」を実施しています。市内の各戸
を訪問し、簡易漏水調査、簡易水質
検査、アンケート調査、ＰＲ冊子の
配布などを無料で実施します。
　診断実施の際には、事前に各ご家
庭へお知らせします。訪問する診断
員は、制服・ネームプレートを着用
しています。なお、浄水器などの器
具の販売や金銭を請求することは、
一切ありません。対市内の大規模使
用者等を除く都営水道使用者期平成
32年3月31日㈫まで問東京水道あん
しん診断相談室（多摩）☎042・580
・1333（平日午前9時～午後5時）

野良猫・飼い猫対策セミナー
　猫にまつわる問題について、みん
なで考えます。対猫の問題でお困り
の方または地域猫活動に関心のある
方。先着40人日11月3日㈯午後1時
30分～4時30分場健康センター

講NＰOねりまねこ　亀山知弘氏・亀
山嘉代氏、地域猫活動アドバイザー
石森信雄氏直問水と緑の環境課環境
衛生係☎042・497・2099

ニーズ量調査にご協力を
　第2次清瀬市子ども・子育て支援
事業計画の策定に伴い、アンケート
調査を実施します。調査票が届いた
際には、ぜひご協力ください。対未
就学児（0～5歳）・就学児（小学1～
6年生）の子どもがいる保護者

【調査方法】郵送で配布・回収期10
月26日㈮まで問子育て支援課保育
・幼稚園係☎042・497・2086

感震ブレーカーを配布
　地震発生時の電気火災防止のた
め、感震ブレーカーを配布していま
す。対昭和56年5月以前に建築され
た市内木造住宅にお住まいの世帯
場防災防犯課、松山・野塩出張所
持身分証明書の写し問防災防犯課防
災係☎042・497・1847

◆スマイルベビーきよせとは？
　妊娠から出産、子育て期にわた
る切れ目のない支援を目指して
「スマイルベビーきよせ」という
事業が昨年度より始まりました。
◆スマイルベビーきよせ妊婦面接
　妊娠の届出をされた全ての妊婦
さんに面接を実施します。妊娠中、
ママやパパが感じる悩みや不安、
心配事などに保健師や助産師など
の専門職員が相談を受け、一人一
人に合ったサポートを提案しま
す。面接後には、妊娠中から使用
できるグッズをお渡しします。松
山・野塩出張所で妊娠の届出を提
出された方は要予約。

◆プレママ準備クラス（妊婦中）
　母乳育児や出産に向けての相談
ができます。対妊娠20週～36週
の方日11月19日㈪、平成31年1月
18日㈮、3月11日㈪いずれも午後
1時30分～3時30分

◆ママヨガクラス（出産後）
　産後ヨガの他、育児や産後の身
体についての講話・相談です。
対生後1か月～6か月までの乳児
がいるママ日11月2日、平成31年
1月11日、3月1日の金曜日午前10
時～正午
◆すくすく赤ちゃんクラス（出産後）
　授乳相談です。対生後1か月～
6か月までの乳児がいるママ（同
日開催の「プレママ準備クラス」
へ参加できる方）日11月19日㈪、
平成31年1月18日㈮、3月11日㈪
いずれも午後1時30分～3時30分
※午後3時～3時30分はプレママ
準備クラスへ参加。
◆ニコニコ親子クラス（出産後）
　親子での制作活動や、産後の食
生活についての講話などを実施し
ています。年度1回まで参加可。
対生後1か月～1歳未満の乳児と
そのママ日12月7日、平成31年2
月1日の金曜日午前10時～正午
場いずれも健康センター申問電話
で健康推進
課母子保健
係 ☎042・
497・2077へ

①そうだじゅげむきこう 
日10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】柳亭こみち（独演会）
②歌って健康！　歌声サロン
日10月17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」
先着12人。日10月19日㈮午後2時～3
時30分費1,500円講西脇直子氏
④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10月16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
⑤講座「写経教室10月～12月」
各曜日先着18人。日月曜教室＝10月
29日、11月12日、12月10日、木曜教
室＝10月11日、11月15日、12月20日、
いずれも午前10時～正午費3,000円
（全3回・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
⑥絵本deリトミック
各クラス先着16人。日10月5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
⑦新・目指せ名人！　天どん＋親子ど
ん～師匠とその弟子シリーズ2
日10月22日㈪午後7時～（開場は午後
6時30分）費前売り一般2,800円・友の
会2,500円・ペア4,000円・シルバー（65
歳以上・要証明）2,200円、当日3,000円（全
席指定、未就学児入場不可）【出演】立
川談笑、立川吉笑、三遊亭天どん
⑧浜田均～真昼のジャズコンサート～
先着50人。日10月6日㈯午後1時30分
～（開場は午後1時）費一般1,200円、
友の会1,000円、小学生500円（全席自
由、未就学児無料、ワンドリンク付き）

【出演】浜田均（ヴァイブラフォン）
⑨フラワーアレンジメントレッスン
先着8人。日①11月18日㈰②12月27
日㈭いずれも午前9時30分～正午（各
回ごとの受講も可）費参加費＝3,000
円、花・資材代＝①2,200円②2,800
円講福井ひろ子氏持巻尺・雑巾
⑩長編ドキュメンタリー映画「ひめゆり」
各回先着30人。日11月17日㈯午前9時
30分～、午後1時～、午後4時～（上映
時間2時間10分）費一般1,000円・友の
会800円・シルバー（65歳以上・要証明）
700円・学生600円
申問②は直接会場へ。そ
れ以外は直接窓口また
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歌と健康ボイストレーニング
②ピアノ伴奏でうたごえひろば
先着15人。日第2・4火曜日コース、

の催し物
清瀬けやきホール

第1・第3木曜日コースの①午前10時
30分～正午②午後1時30分～3時費1回
800円（テキスト代別）講吉野まりこ氏
③はじめてのフラ
先着15人。日10月6日～12月22日の
土曜日午前10時～11時（全7回）費1回
800円持スカート・タオル・飲み物講
岡本寿美恵氏
④発酵パワー学ぶ＆造る第7回「塩麹
＆発酵野菜ソース」編
日10月20日㈯午前10時30分～午後0
時30分費2,000円（材料費・容器代込
み）講発酵アドバイザー　高田妃出美
氏持エプロン・三角巾・布巾2枚

⑤かわいい太巻き寿司
先着15人（小学生は親子2人で参加
可）。日10月13日㈯午後1時～3時30
分費2,300円講飾り巻き寿司インスト
ラクター1級 西原綾果氏持エプロン・
三角巾・タオル・マスク
⑥お茶の間寄席
先着50人。日10月7日
㈰午後3時～4時30分
費500円【出演】楽笑会
申問いずれも直接窓口
または電話でコミュニ
ティプラザひまわり☎
042・495・5100へ
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