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①そうだじゅげむきこう　
　和室で楽しむ落語会。椅子席もあり。
日時　6月17日㈯午後２時～（開場
は午後1時30分）
出演　宝井琴柑（講談）、桂宮治
費用　一般1,000円、小学生500円（全
席自由）
②伊奈かっぺいトークライブ　
　津軽弁を駆使したユーモアあふれ
るトークライブ。
日時　6月23日㈮午後３時30分～

（開場は午後３時）
出演　伊奈かっぺい、竹田裕美子（ピア
ノ）、山上進（津軽三味線・尺八・横笛）、
佐久間順平（ギター・ヴァイオリン）
費用　前売り一般3,500 円・友の会
3,200円、当日3,800 円（全席指定・
未就学児入場不可）
③清瀬けやき亭落語会　
　真打の三遊亭天どんが売出し中の
若手２人と競演します。
日時　7月22日㈯午後２時～（開場
は午後1時30分）
出演　三遊亭天どん、古今亭志ん八、
柳亭こみち
費用　前売り一般1,800円・友の会
1,600円・ ペ ア3,000円・ シ ル バ ー
1,300円（65歳以上、当日証明書要提
示）、当日2,000円（全席指定、未就
学児入場不可）
④講座「おけいこアロマ」
　「12星座」を使って自分の香りのア
ロマスプレーを作ります。先着12人。
日時　6月16日㈮午後２時～３時30
分
費用　1,500円
⑤講座「ベビーオイルマッサージ教室」
　赤ちゃんへのオイルマッサージ。
対象　２か月～ハイハイ前までの赤
ちゃんとその保護者。先着10組

日時　6月20日㈫午前10時30分～正午
講師　小宮しのぶ氏
持ち物　タオル、バスタオル、赤ち
ゃんの飲み物、お持ちの方は授乳用
ケープ
費用　1,500円
⑥講座「プリザーブドフラワーでつ
　くるお供え花」
　手ぶらで参加できます。各回先着
10人。
日時　6月21日㈬・24日㈯午後1時
30分～３時30分
講師　福井ひろ子氏
費用　3,300円
⑦朗読教室
　発表会に向けて、発声や朗読の基
礎・表現方法を学びます（6月14日
㈬は体験参加可）。先着20人。
日程　6月14日・28日、7月12日・
26日、8月9日・23日、9月13日・
27日、10月11日・25日、11月8日の
水曜日と11月11日㈯・12日㈰（12日
は発表会）
講師　劇団キンダースペース（小林
もと果、大桑茜。監修　瀬田ひろ美）
費用　6,500円×３回または17,000円
一括払い
⑧歌って健康！　歌声サロン
日時　6月7日・21日の水曜日、い
ずれも午後２時～４時
費用　1,000円（全席自由）
申込み・問合せ　①～⑦は直接窓口
または電話で清瀬けやきホール☎
042・493・4011へ、⑧は直接会場へ

①ひまわり囲碁倶楽部
　スキルアップしながら仲間を増や
しましょう。先着16人。
日時　毎週水曜日午後1時30分～４
時
費用　1回300円

②ひまわり将棋倶楽部
　自由に将棋を指す会です。先着12
人。
日時　毎週火曜日午後1時30分～４
時30分
費用　1回300円
③世界の料理を造ろう
　韓国料理のカプサイシンの力で梅
雨を乗り切りましょう。先着24人。
日時　6月22日㈭午前10時～午後1
時
費用　1,500円（材料費込み）
※託児あり。
④はじめてのフラ
　土曜日の朝にフラダンス。一日を
爽快にはじめましょう。先着16人。
日時　6月３日・10日の土曜日午前
10時～11時
費用　1回800円
⑤ひまわりクラフト倶楽部
　イラストボードと縮

ち り

緬
め ん

を使い『七夕
の二連飾り』を作ります。先着12人。
日時　6月18日㈰午前10時～午後1
時
持ち物　先の曲がったピンセット、
持ち帰り用の袋か箱
費用　1,200円
申込み・問合せ　いずれも直接また
は電話でコミュニティプラザひまわ
り☎042・495・5100へ

◆無料パソコン教室（Windows10）
対象　パ ソ コ ン・Windows10が 初
めてまたは初級の方（シニア大歓
迎）。各月先着10人
日時　毎週土曜日午前10時～正午

（各月全４回）
◆無料タブレット教室（iPad）
対象　タブレットが初めてまたは初
級の方（シニア大歓迎）。各月先着
10人
日時　毎月第３木曜日午前10時～正午
※ヨガ・カラオケなどの無料体験（要
予約）も行っています。

申込み・問合せ　直接窓口または電話
で友遊（NPO法人情報労連東京福祉セ
ンター）☎042・497・8500へ

◆ロクトサイエンスレクチャー「生態
　調和農学」が目指すもの～農業の現
　在・未来～
　農学も時代とともに大きく変化して
います。東大生態調和農学機構の先生
による私たちの食に関わる農学の現在
・これからについてのお話です。
対象　中学生以上（内容は高校生以上
を予定）。先着30人（当日、インフォ
メーションにて申込み）
日時　6月３日㈯午後３時～４時30分
講師　東京大学生態調和農学機構機構
長　柴田道夫氏、同機構国際フィール
ドフェノミクス研究拠点特任教授　二
宮正士氏
◆時計の分解組立教室
　クオーツ式の腕時計を小さな部品ま
で分解し、それを組み立てなおします。
対象　高校生以上。定員20人（応募者
多数の場合は抽選し、当選者にのみ参
加券を送付。対象外の方の同伴は不可）
日時　6月18日㈰正午～午後４時
申込み　6月5日（必着）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（     http://www.tamarokuto.
or.jp）またははがきにイベント名・希
望する時計の色（白または黒）・氏名（フ
リガナ）・年齢（学年）・郵便番号・住
所・電話番号を記載し、〒188―0014
西東京市芝久保町5―10―64　多摩六
都科学館へ
費用　いずれも入館料のみ（おとな
500円、中・高校生200円）
※6月の休館日は6月5日㈪・12日㈪
・19日㈪・26日㈪
問合せ　多摩六都科学館☎042・469・
6100

　

　ポストにはさまざまな広告チ
ラシが入ります。家の外観から
需要を推察した商品や居住地周
辺の地域や期間を限定したも
の、家のメンテナンスについて
のチラシもあります。「説明だ
けでも…」と連絡する前に、チ
ラシの内容の惹かれた部分につ
いてよく考えてみましょう。
＜事例①＞
　この地区にお住まいの方へ！
一丁目から三丁目の方は 4 月
15 日 ～ 30 日 が 申 込 み 期 間 で
す。無料！で耐震チェックをし
ます。　　－●●木造協同組合
＜アドバイス＞
　このチラシは地域が限定され
配られたという点がポイントで
す。さらに限られた申込み期間・

「協同組合」という部分から公
的なお知らせ？と思う方も少な
くありません。そのうえ、「無
料！」とあれば惹かれます。
　家の耐震チェックを依頼し、
耐震性に問題ありといわれた場
合、耐震工事の契約を結ばざる
を得なくなる恐れがあります。
耐震工事は大きな金額となるの
で、相見積もりを取って慎重に
進めるべきものです。（※清瀬
市では木造住宅の耐震診断・耐

　この写真の丸いかたまりが何
だかわかりますか？　これは全
部みつばちなんです。
　このみつばちのかたまりを、
蜂球（ほうきゅう）といいます。
巣別れをしたみつばち達が、次
の住みかを見つけるまで、一時
待機をしているところです。こ
れから初夏に向けて、巣別れは
盛んに行われます。
　みつばちの世界では、お母さ
ん女王蜂が次に生まれてくる女
王蜂に、今まで住んできた安全
な巣を譲ります。そして、お母
さん女王蜂は約半分の子どもた
ちを連れて、新しい巣を探す危
険な旅にでかけます。
　旅の途中、女王蜂は、木の枝
などに作った蜂球の真ん中で、
子ども達に守られながら、新し
い巣が見つかるまでじっと待っ
ています。そして、偵察蜂が新
しい安全な場所を見つけてくる
と、みんなで一斉に飛び立ちま
す。蜂球を作り待機している期
間は早くて数時間、長くても３
日です。
　 み つ ば ち は 温 厚 な 生 き 物、
ちょっかいを出さない限り、執
拗に攻撃はしてきません。ま
た、みつばちは農薬などの影響

震改修などの費用の一部を助
成しています。詳しくはまち
づくり課まちづくり係☎ 042・
497・2093 へ）
＜事例②＞
　大きなトラブルになる前に！
ご自宅の排水管は大丈夫です
か？　高圧洗浄で1か所 3,000
円、4㍍まで　ー●●クリーン
＜アドバイス＞
　このチラシについては 1 か所
3,000 円が安いのか、4㍍とあ
るが、一般家庭の排水管はどの
くらいの長さなのかなどの相談
が寄せられました。安いイメー
ジのみで料金がはっきりしませ
ん。業者に問い合わせると、「訪
問して、見させてください」と
なり、断りにくくなるでしょう。
戸建ての場合、排水管洗浄は神
経質になる必要はありません。
　また、工事を依頼する場合は
地元の顔がわかる事業者を選択
することが無難です。
問合せ　消費生活センター☎
042・495・6212（相談専用）

により、世界的に激減していま
す。みつばちが沢山いて怖いと
思うかもしれませんが、優しく
見守ってあげてください。
　みつばちは環境指標生物であ
り、環境の悪い場所には住みつ
かないといわれています。しか
し、市役所屋上のみつばちは、
子ども達を増やし、毎日元気に
飛び回っています。それは、清
瀬の環境が良く、農作物も安心
であるという証です。清瀬の自
然をみつばちと共に守っていき
たいですね。
※市では蜜源植物の苗木無料配
布などを行います。詳しくは今
号5面をご覧ください。

投げ込みチラシによる
勧誘あれこれ

ー『無料・お得』は気をつけようー

みつばちの塊を　　　
見かけたら・・・

市役所の植木に作られた蜂球

住宅（中里）の庭のテーブルに作ら
れた蜂球


