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平 日 小 児
準夜間診療

▶（月～金）多摩北部医療センター（東村山市青葉町一丁目）受付時間午後７時30
分～10時30分　☎042-396-3811▶（月・水・金）佐々総合病院（西東京市田無町四
丁目）受付時間　午後７時30分～10時30分　☎042-461-1535

24時間電話で聞ける
医療機関案内

▶清瀬消防署　☎042-491-0119▶東京消防庁救急相談センター（救急車
を呼ぶか直接病院へ行くか迷った場合）☎＃7119または☎042-521-2323
▶東京都医療機関案内サービス「ひまわり」　☎03-5272-0303

対対象　日日時　場場所　費費用　講講師　持持ち物　内内容　期期間　直直接会場へ　問問合せ　申申込み凡例

・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている
　（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
※高齢者や基礎疾患等のある方、妊婦の方は上記の状態が２日程
度続く場合。

　新型コロナウイルス感染症の症
例が国内で確認されているため、
3月に開催予定の以下の事業など
について、開催を中止します（２

月２1日時点）。下記以外の事業に
ついては、市ホームページをご覧
になるか、各担当課へお問い合わ
せください。

3月開催の事業などの中止について

事業・対象・内容など 日時 所場
1. 一般開放（卓球・バドミントン）
対小学生以上（小学生は保護者同伴）。先着卓球6組、バドミントン３組費おとな100円
・中学生以下50円持体育館履き・ラケット・ボール・シャトルなど
 日３月２1日㈯午前９時３0分～・午後1時～・午後３時～（各２時間）

市
民
体
育

館

2. 健康増進室初回利用者トレーニング
対18歳以上で、健康増進室を初めて利用する
方費３00円

午前10時～・午後２時～・午後6時～（木
・土・日曜日と祝日は午後6時からの
回はなし。月曜日は休館）

健
康
増
進
室（
健
康
セ
ン
タ
ー
３
階
）

3. ストレッチ体操
対18歳以上の方 費３00円

毎週水・木曜日午前11時～11時３0分
・午後３時３0分～４時、
毎週金曜日午前９時３0分～10時・午
後３時３0分～４時

4. みんなで楽しくエク
ササイズ
対18歳以上の方
費３00円

パンチ＆キック体操 ３月２２日㈰
土曜日＝午後
３時～４時
日曜日＝午前
10時～11時

笑いヨガ＆ストレッチ ３月２8日㈯
ゆるトレ ３月２９日㈰
エアロフィット ３月２1日㈯

5. 夜間エクササイズ
対18歳以上の方 費３00円 バランスアップ体操

毎週水・金曜日午後７時３0分～8時
３0分

6. 健康・体力度テスト
　体力年齢などの確認や運動のアドバイス。
対18歳以上の方。先着5人 （前日までに要予約）
費２00円

３月1７日㈫午後７時～

３月２２日㈰午後３時～

※2～6は15分前までに会場へ（持ち物は室内シューズ・運動できる服装・タオル・飲み物）。
※3～6に参加し、マシンの利用を希望する場合は、改めて2にご参加ください。

問1は下宿地域市民センター☎04２-493-4033（バドミントンは当日午前8時
30分から要電話予約）、2～6は健康推進課健康推進係☎04２-497-２075
※新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、健康増進室は3月１日㈰から１5
日㈰まで休室します。

実
施
日

内科の緊急患者 歯科

午前９時～午後5時 午後5時～
翌日の午前９時

午前９時３0分
～午後5時 担当医

1
日

清瀬下宿中央診療所
下宿２-３９1-７☎0４２-４９1-２２1７ 山本病院

野塩1-３２8
☎0４２-４９1-0７06

織本病院
旭が丘1-２61

☎0４２-４９1-２1２1

※緊急時は随時受け
付けします。

　必ず事前に電話を
お願いします。

清瀬休日歯科
応急センター（清
瀬市歯科医師
会）上清戸
２‐6‐10

（きよせボラン
ティア・市民活
動センター内）
☎0４２-４９1-86
11（正午～午後1
時は休診。受
付時間は午後４
時３0分まで）

加藤
医師

８
日

杉本医院
元町２-７-1☎0４２-４９２-11９９

柏原（達）
医師

15
日

宮本医院
松山1-４２-6☎0４２-４９1-05４７

倉田
医師

20
日

清瀬博済堂クリニック
竹丘２-15-15☎0４２-４10-0001

松木
医師

22
日

廣橋小児科・内科医院
元町1-5-３☎0４２-４９３-７４00

笹原
医師

29
日

宇都宮小児科内科クリニック
元町1-8-２☎0４２-４９1-5556

島崎
医師

3月の

詳細はこちら
※対象者ごとに受付時間を調整しています。事前に送付する通知をご覧ください。転入してきた方
で通知が届かない場合、お問い合わせください。

3月
　新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、下表以外の3月中の「こど
もの計測日」、「ママの時間」、「プレママ準備クラス」、「すくすく赤ちゃ
んクラス」、「１歳児子育て相談会」、「両親学級」、「育児相談会」、「親子
歯みがき教室」、「親子歯科健診・卒業教室」、「5･6歳児のむし歯予防教室」
などは中止します。　　　 問健康推進課母子保健係☎0４2-４97-2077へ

　新型コロナウイルス感染症は、発熱やのどの痛み、咳が1週間前後長
引くことが多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える方が多いことが特徴です。
風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に基本的な感染症対策が重要で
す。 問健康推進課成人保健係☎04２-497-２076

事業名・対象・内容など 日時 場所
乳幼児健康診査※  ①3～4か月児  ②1歳6か月児  ③3歳児
 対①令和元年11月②平成３0年8月③平成２９年２月に生まれた乳幼児とその保
護者 日①３月10日㈫②３月３日㈫③３月1７日㈫

健康センタ
ー

つどいの広場（ころぽっくる・野塩・野塩出張・下宿・竹丘・元町）・k-net子育てひろば
親子で自由遊び・育児相談など    対0歳～就学前の子どもとその保護者
※ころぽっくる（ 問子ども家庭支援センター☎0４２-４９5-７７01）、野塩／野塩
出張／下宿（ 問NPO法人ウイズアイ☎0４２-４5２-９７65Ｍinfo@with-ai.net）、
竹丘／元町・k-net子育てひろば（ 問NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ
☎0４２-４４４-４5３３）で開催。いずれも直接会場へ。

◆手洗いで接触感染をSTOP！
　ドアノブや電車のつり革などさまざまなものに触れ
ることにより、自分の手にもウイルスが付着している
可能性があります。外出先からの帰宅時や調理の前後、
食事前などこまめに手を洗いましょう。
◆咳エチケット（咳などの症状のある方）の徹底で飛まつ感染をSTOP！
　・マスクを着用する（口・鼻を覆う）
　・マスクがない場合は、ティッシュ・ハンカチで口・鼻を覆う
　・とっさの場合は、袖で口・鼻を覆う（素手で口・鼻を覆わない）
※特に高齢者の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性がありま
す。できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、一層注意してください。
 ◎こんな方はご注意ください
　次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。

開催日 事業名 問合せ

3月1日㈰ 企画展関連事業
「きよせ郷土カルタ大会」 郷土博物館☎04２-493-8585

3月3日㈫～
平和祈念フェスタin清瀬２0２0
※展示会（3月3日㈫～15日㈰）、講演会
文化行事（3月8日㈰）、平和映画会・講
演会（3月２7日㈮）いずれも中止。

企画課市民協働係
☎04２-497-1803

3月4日㈬
令和元年度　消費生活講座２1
終活講座7　病気になったときに、もし
ものときに備えて

消費生活センター
☎04２-495-6２11

3月5日㈭
令和元年度後期高齢者医療保険健康
測定会

健康推進課成人保健係
☎04２-497-２076

市民公開講座　婦人科がんのおはなし 多摩北部医療センター庶務課
企画係☎04２-396-3811

３月5日㈭
・6日㈮

足裏バランス測定＆簡単ワンポイントエ
クササイズ

健康推進課成人保健係
☎04２-497-２076

3月6日㈮

令和元年度国民健康保険健康測定会 健康推進課成人保健係
☎04２-497-２076

清瀬シニア女子大学～女性学と人権 生涯学習スポーツ課生涯学習
係☎04２-495-7001

大雨・水害から身を守る・たすけあう きよせボランティア・市民活動
センター☎04２-491-90２7

3月7日㈯
リズムジャンプ 下宿地域市民センター

☎04２-493-4033
テレビの仕事を体験！ “わたしのびっく
り”番組作り

生涯学習スポーツ課生涯学習
係☎04２-495-7001

3月8日㈰
「いのちのはじまり」上映会・講演会 男女共同参画センター

☎04２-495-700２
子どもDVD上映会

「ぴったんこ！　ねこざかな２」 中央図書館☎04２-493-43２6

3月9日㈪
シニアヨガ 生涯学習スポーツ課生涯学習

係☎04２-495-7001
赤ちゃんの救急講座 NPO法人ウイズアイ

☎04２-45２-9765
3月14日㈯ 第18回　図書館読書交流会

「民主主義を救え！」 中央図書館☎04２-493-43２6

3月18日㈬ 令和元年度　消費生活講座２２　
清瀬からの発信”SDGs”  

消費生活センター
☎04２-495-6２11

3月２4日㈫ おなかスッキリエクササイズ 健康推進課成人保健係
☎04２-497-２076

3月２6日㈭ 令和元年度　消費生活講座２3　気軽
に楽しくエコライフ@清瀬

消費生活センター
☎04２-495-6２11

3月２8日㈯ 地域活動×市民のマッチングイベント　
きよせで地域デビュー

きよせボランティア・市民活動
センター☎04２-491-90２7

3月２9日㈰ 清瀬市２万人　筋力UP !!　大作戦　
10の筋トレ体験会

清瀬市社会福祉協議会
☎04２-495-5333

3月２0日㈮～
4月5日㈰ きよせさくらまつり２0２0 水と緑の環境課緑と公園係

☎04２-497-２0983月２8日㈯～
4月5日㈰ 第２1回　きよせカタクリまつり

　センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合
には、専門の「帰国者・接触者外来」を紹介しています。
　マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

（２月２6日時点）

◆帰国者・接触者電話相談センター（専用窓口）
・多摩小平保健所
　☎04２-450-3111【受付時間】平日午前9時～午後5時
・都・特別区・八王子市・町田市　合同電話相談センター
　☎03-53２0-459２【受付時間】平日午後5時～午前9時、土・日曜日、
　祝日終日

新型コロナウイルス感染症を防ぐには

◆新型コロナウイルス感染症に関する一般的なお問い合わせなど
・東京都  新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
　☎0570-550571（ナビダイヤル、日本語・英語・中国語・韓国語対応）
　【受付時間】午前9時～午後9時（土・日曜日、祝日を含む）


