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今号の主な内容▶3面：東京2020オリンピック聖火リレーボランティア募集！／4面：新型コロナウイルス感染症を防ぐには／5面：市民伝言板サークル仲間募集

　令和２年度は、清瀬市が市制を施
行して５０周年の節目を迎えます。
そして、７月、８月には、東京オリ
ンピック・パラリンピックが開催さ
れます。まさに祝賀の年です。「喜
べば、喜びごとが、喜んで、喜び連
れて、喜びに来る」。喜び溢れる1
年を、おおいに盛り上げていきたい
と考えています。

 
　
　令和２年度は、「手をつなぎ、心
をつむぐ、みどりの清瀬」をまちづ
くりの基本理念として掲げた「第４
次清瀬市長期総合計画」の折り返し
となる５年目となり、基本構想に掲
げる将来像の実現に向けて、着実な
成果が求められる年となります。
　新庁舎建設工事を計画通りに進め
るほか、近年大きな課題となってい
るゲリラ豪雨や台風による水害、地
震などの災害対策には万全を期し、
安全安心なまちづくりを進めていき
ます。
　また、市民の皆さんに、いつまで
も元気で幸福だと感じながら暮らし
ていただけるよう、健幸づくりや介
護予防に積極的に取り組みます。市
民の皆さんのさまざまな会合に参加
すると、本当に多くの元気な高齢者
の方々にお会いします。こうした方
々の力が清瀬のまちを輝かせてくれ
ているのだと実感しています。「健
幸都市　清瀬」をさらに進めます。
　そして、子育て支援は、活発なＮ
ＰＯの皆さんにも支えられ、「子育て

　3月2日に開会した清瀬市議会第1回定例会で、渋谷金太郎市
長が、令和2年度の基本的な市政の運営方針や主要事業につい
ての考え方を表明しましたので、その要旨をお知らせします。
　なお、所信表明の全文は市ホームページに掲載しています。

所 表信 明
令和2年度 （要旨） 今年は市制施行 50 周年

さらなる「安全安心なまち」、
「健幸都市　清瀬」を進めます

が楽しい清瀬」として評価をいただ
いています。清瀬市版ネウボラ事業
や子育てクーポン事業をはじめとし
た妊娠期から出産、子育て期にわた
る切れ目のない、きめ細やかな支援
を展開し、「子育てするなら清瀬市
で」と思っていただけるように取り
組みます。
　財政状況は引き続き厳しい状況で
はありますが、清瀬市の持つ「人の
力」を大いに活用し、行財政改革に
着実に取り組みながら、市民生活に
目を向け、引き続き、市民の皆さん
の健康や福祉の向上に努めます。

　
　避難所となる中学校の体育館に空
調設備を整備し、小学校の体育館は
令和３年度の整備に向け実施設計を
行うほか、体育館内でテレビが見ら
れるよう回線を整備します。また、
下宿地域市民センターは、耐震改修
工事に加え、体育館に空調設備を整
備するほか、外壁補修やトイレの改
修など大規模改修工事を行います。
さらに、東京都より発表された新た
な浸水予想区域をもとに、防災ハザ
ードマップの内容を更新し、全戸配
布します。
　東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けては、清瀬市におけるオリ
ンピックの聖火リレーが７月1５日
に、第八小学校から児童センターま
でのコースで行われることとなり、
当日の1番目を走行する市として出
発式を行います。現在、聖火リレー
の運営にご協力いただくボランティ
アを募集していますが、当日は聖火
ランナーの走る姿を、ボランティア
の皆さんをはじめ、多くの方々に沿
道から声援を送っていただき、聖火
リレーを大いに盛り上げていきたい
と考えています。
　また、ピース・エンジェルズの派
遣など平和関連事業を引き続き実施
するほか、外国人の方への窓口対応
を円滑に行えるよう多言語翻訳機を
整備します。

　がん検診事業は、受診率の向上を

図るため、胃がん、大腸がん、肺が
んの検診を同時に受けられるセット
健診の定員を増やすとともに、土曜
日にも実施します。また、自己負担
金免除の年齢を５５歳以上から５０歳
以上に引き下げます。さらに、健幸
ポイント事業を引き続き実施し、市
内の飲食店で株式会社タニタ監修メ
ニューを提供するなど、楽しく健康
づくりに取り組んでいただけるよう
にします。
　受動喫煙防止対策では、受動喫煙
防止条例の制定に向け、市議会の皆
さんと連携しながら検討を進めると
ともに、禁煙希望者の方に禁煙治療
費の助成を新たに開始します。
　また、生活困窮者自立支援事業で
は、就労支援や金銭管理支援の対象
世帯を拡充するほか、生活保護世帯
の高齢者訪問を委託し、ケースワー
カーの負担を軽減するとともに、介
護が必要な状況などの早期発見を図
ります。

　
　清瀬駅南口地域の児童館建設に向
け、基本計画の策定に着手します。
また、東京都と連携しコミュニティ
ハウスを清瀬中学校内に設置しま
す。このコミュニティハウスは、学
校内に地域活動参加の拠点を設け、
地域の高齢者や保護者、ＮＰＯなど地
域全体で子どもたちの学びや成長を
支えようとするもので、都内初とな
る試みです。
　さらに、インフルエンザ予防接種
費用の助成を中学生以下のすべての
子どもに拡充するほか、清瀬市版ネ
ウボラ事業として、新たに、助産師
が訪問して保健指導などを行う産後
ケア事業や、乳幼児健診に来られな
かった方のお宅を訪問し実態を把握
する居住実態把握事業を行います。
また、特定不妊症治療費の助成を拡
充し、妊娠期から子育て期にわたる
切れ目のない支援を行います。

　
　都市計画街路事業では、事業認可
を取得した東３・４・1７号線のたか
ら幼稚園から志木街道までの整備に
向け、用地取得を進めます。また、
東３・４・２６号線の新座市境から関
越自動車道までの整備に向けた基本
設計や移転補償調査などを実施しま

す。
　公園の整備では、故伊藤ヨシ様に
ご遺贈いただいた土地を花のある公
園として整備するための設計や開園
に向けたワークショップを開催する
ほか、中央公園の公有地化を検討し
ます。また、さらなるごみの減量化
に向け、家庭ごみの戸別収集を1０
月から行います。あわせて、新たな
ごみ分別マニュアルを作成し、全戸
配布します。
　清瀬ひまわりフェスティバルは、
多くの方に安全に来場していただけ
るようシャトルバスの増便やトイレ
の増設などを行います。さらに、商
店街の振興を図るため、新たにニン
ニンスクラッチ事業を清瀬商工会と
連携して実施します。

　市制施行５０周年記念事業として、
1０月３日に、清瀬けやきホールで記
念式典を挙行するほか、近隣３市と
連携した周年事業や、市内３大学と
連携した事業など、市民の皆さんが
主体となったイベントを行い、オー
ル清瀬で、この節目を祝福したいと
考えています。
　また、業務の効率化と市民サービ
スの向上は、我々に課せられた変わ
らぬ使命ですので、引き続き行財政
改革を進めます。新庁舎での業務開
始に向け組織改正を行うとともに、
児童センターや生涯学習センター、
学童クラブに、令和３年度から指定
管理者制度を導入するための準備を
進めます。また、会計年度任用職員
の報酬計算などにＲＰＡを導入し事務
の効率化を図ります。さらに、公共
施設使用料や学童クラブ育成料の見
直しを検討します。
　今後の行政運営の大きな課題であ
る公共施設の再編については、公共
施設再編計画の地域レベル編を策定
するほか、公共施設個別施設計画を
策定します。
　新庁舎の建設については、計画通
り進んでおり、今月には免震装置を
設置する予定です。令和３年２月に
は第1期工事としての新庁舎建設工
事が完了し、移転を行い、５月の連
休後に新庁舎で業務を開始した後、
既存庁舎の解体及び外構工事を行
い、令和４年３月には新庁舎建設事
業が完了する予定です。

令和２年度の市政運営
の基本的な考え方

安心でうるおいのある
暮らしができるまち

健 幸 で と も に
支 え 合 う ま ち

豊かな自然と調和した
住みやすく活気あるまち

子 ど も た ち を
健やかに育むまち

都市格が高いまち

市制施行50周年記念
ロゴマーク

全文はこちら
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　入学・就職・転勤などによる引っ越しで、住所を異動された方は、忘
れずに住民票の異動手続きを行いましょう。
　住民票の異動届（転出届・転入届・転居届など）は、国民健康保険、

国民年金、選挙人名簿への登録などの行政サービスにつながる大切な手
続きです。
問市民課住民係☎042-497-2037

引っ越し前の市区町村 （引っ越し前に）転出届を提出して、転出
証明書を受け取る

引っ越し先の市区町村 （引っ越しをした日から14日以内に）転出
証明書を添えて、窓口で転入届を提出

他の市区町村に引っ越しをされる場合
　「通知カード」「マイナンバーカード」、「住民基本台帳カード」の住
所変更も忘れずに行いましょう。これらのカードの住所は、最新のも
のにする必要があります。住民票の異動手続きの際に新住所を記載し
ますので、カードをお持ちください。

【届出先】市役所本庁舎1階市民課、松山・野塩出張所
【受付時間】平日午前８時30分～午後５時、本庁舎市民課のみ土曜日
午前８時30分～正午・午後1時～５時（祝日及び年末年始を除く）

※届出の際には本人確認のできる書類などが必要です。詳しくはお問い合わせください。
※住民基本台帳法により、住所などに変更があった場合は14日以内に届出をすること
が義務付けられています。正当な理由なく住民票の異動の届出をしない場合、５万円以
下の過料に処されることがあります。

マイナンバーカードなどの変更もお忘れなく！

清 瀬 市 (引っ越しをした日から14日以内に）
窓口で転居届を提出

清瀬市内で引っ越しをされる場合

お引っ越しの際は、住所の異動手続きを忘れずに！

交通安全について

　　　　　家族で話し合いましょう
　交通ルールは、普段から家庭で話し合いをすることが大切です。安
全な自転車の乗り方やルールについてはもちろん、「遊びながら歩か
ない」「スマートフォン（携帯電話）を操作しながら歩かない」など、歩
く際の注意点も話し合い、実践するようにしましょう。これらを心が

け、自転車運転者も歩行者も、お互い気持ちよく通行できるように、
皆さんで交通ルールとマナーを守りましょう。
 問道路交通課交通安全係☎042-497-2096

自転車
向け保険 自転車の

防犯登録

交通ルール
の確認

ながらスマホは事故につながります！
　スマートフォンを使用・操作しながらの自転車の運転は、「違反
行為」です（道路交通法第71条・５万円以下の罰金、東京都道路交通
規則第８条）。操作しながらの運転は周囲の状況把握ができず、交
通事故に直結する大変危険な行為です！
　歩いているから平気というわけではありません。操作に夢中にな
り周囲に目を配らないと、他の歩行者や自転車との接触や、自分自
身がケガをする可能性が高くなります。また、相手にケガをさせて
しまった場合には、過失
傷害罪（30万円以下の罰
金または科料）に問われ
る可能性があります。
　スマートフォンを利用
するときは、周囲を確認
して立ち止まり、安全な
場所で操作しましょう。

　東京都では、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関
する条例」を改正し、自転車利用中の事故により、他人にケガ
をさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入
が、令和2年4月1日から義務となります。また、子どもが起こ
した事故であっても、自転車の利用によって生じた損害は保護
者が賠償しなければならないことがあります。万が一に備えて、
保険へ加入しましょう。
　自転車向け保険は、補償の範囲によりいろいろあります。家
族の生活や自転車の利用状況などに合わせて検討しましょう。
以下、代表的なものを紹介します。

◆TSマーク付帯保険
　自転車安全整備士がいる自転車販売店で自転車の
点検整備を受けると「TSマーク」というシールを貼
付されます。この「TSマーク」には傷害補償と賠償
責任補償が付帯されています。
◆損害保険会社の保険
　自分で転倒してケガをした際に支払われる「傷害保険」があ
ります。また、相手にケガをさせてしまったり、物を壊してし
まったときの保険として「個人賠償責任保険」があります。個
人賠償責任保険は自動車の任意保険や、火災保険などの特約と
してつけることができるものもあります。
◆その他の保険
　一部のコンビニエンスストアや携帯電話会社などで自転車保
険のサービスを行っているものもあります。

●○●自転車向け保険の種類●○●

自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等
への加入が義務化されます

4月1日から
令和2年

自転車を利用する方へ

自転車はルールとマナーを守って運転！
　自転車は車と同じ扱いの「軽車両」です。運転をする際は「自転車
安全利用五則」を守り、マナーある通行を心がけましょう。

●自転車安全利用五則

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
　 ○飲酒運転・2人乗り・並進の禁止
　 ○夜間はライトを点灯
　 ○交差点での信号順守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用

J-LIS 申請者

市役所

3

1

2

自転車及び歩行者専用標識

広場

広場

来庁者用
駐車場

車寄せ
人の動線
車の動線
緑・緑地

健康センター

新庁舎建物
4～6層
1万㎡

来庁者用
駐車場

 自転車の所有者には防犯登録が義務付けら
れています。必ず登録してください。

自転車の防犯登録も義務です
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清瀬市長

　「塵も積もれば山となる」を実感
しました。先日の日曜日、東所沢に
建設中の『ところざわサクラタウン』
が間もなく完成ですので、妻と一
緒に見に行きました。2,000人が働
く、「クールジャパン」の総本山を目
指す、約4万平方㍍の凄い施設で圧
倒されていた時に、買い物をしてい
た妻から電話が入りました。「幼稚
園の卒園児が金太郎先生に会いた
いと言ってるので、駐車場に戻っ
て来て」と言われました。
　戻ってみると、39歳の母親にな
ったMさんで、小学５年生の娘のY
ちゃんも一緒でした。楽しく会話し
ていたら、20㍍くらい離れた所か
ら、「あっ、金太郎先生だ！」と子ど
もの声が聞こえました。手を振ると、
５歳くらいの女の子が両手を広げて
駆け寄ってきたので、すぐ抱き上げ
ました。
　次には小学生の男の子2人も寄っ
てきたので当然抱き上げました。や
はり幼稚園の在卒園児でしたが、
私はほとんど幼稚園には行ってな
いので誰だか全くわかりませんでし
た。「何で寄ってきたのだろう」と不
思議に感じました。
　車を運転して帰りながら、「あー
そうか」と思いました。40年近く幼
稚園で子ども達と関わって、毎日
分け隔てなく、100人から300人く

らいを抱き上げてきたから、延べ人
数で行けば、70万人から100万人
くらいを抱き上げたに違いないな、
だから、その時の子ども達の心の
塵が見えないけど僕の周りにはい
っぱいついているのだろう、それを
子ども達は直感するから、寄ってき
たのだと確信しました。そして、も
う一つ思い出してしまいました。
　20年近く前のことでしょうか。3
月の卒園遠足で西武園に行った時
のことです。ある女の子をおんぶし
て走り回っていた時、突然その子
が口を耳元に近づけてきて「園長先
生、3年間有り難うございました」
と言ってくれたのです。私はどっと
涙が出てしまいました。
　今、『子どもの人生は「腸」で決ま
る―3歳までにやっておきたい最強
の免疫力の育て方―』（東洋経済新
報社刊）というアメリカの学者の本
を読んでいます。次の部分があり
ます。『生後間もないころに遭遇す
る人や物が、お子さんの健康を守
る微生物を植えつけてくれるのだ。
だから土がとても大切になる。土
壌には膨大な種類の無害な細菌が
ふくまれていて、体内の常在菌にな
らなくても、お子さんの免疫系を強
化する複雑な特質を持っている。』
　清瀬には畑がいっぱいあります。
塵も積もれば山となるはずです。

（評）失恋したのでしょうか。春になってもみな光り輝き、花も鳥も命の喜び
を謳歌しているのに、僕だけは沈んでる。頬をかすめていく春風が僕の
心から君を連れ去っていったみたいだ。

君だけを連れ去っていく春の風� 清中2年　大橋岳

咲く花は彩る力もってるよ�� 十小３年　寺澤咲彩
（評）春になるといっせいに花が咲きはじめます。花が咲くと、校庭や公園、
おうちの庭がはなやかになります。花は見ている人の心も明るくする力
を持っています。名前が入りましたね。

PK青芝の海へ横っ跳び�� 芝小６年　五十嵐優和
（評）サッカーの試合、同点でPK戦になりました。ぼくはキーパー。敵の選
手のシュートは予想に反して反対側。思いっきりボールめがけて横っ跳
びして芝生に突っ込んだ。果たして？？

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・細見逍子
※�今回の俳句は「第11回石田波郷俳句大会」ジ
ュニアの部から。学年は大会時。

清瀬

原動機付自転車などの廃車・住所変更・名義変更の
手続きは３月３１日（火）までに

　軽自動車税の種別割は、毎年４
月１日現在で軽自動車、オートバ
イ、原動機付自転車、小型特殊自
動車を登録している方に課税しま
す。次に該当する場合でも、決し
てそのままにせず３月３１日㈫まで
に廃車手続きをしてください。
◆廃車、盗難、譲渡で車両（ナン
　バープレート）が手元にない。
◆車両が壊れていて使えない。

◆市外へ転出。
【手続き先】１25cc以下のバイク・
小型特殊自動車（清瀬市ナンバー）
＝課税課市民税係☎0４2-４97-
20４１、１26cc以上のバイク（多摩
ナンバー）＝陸運支局多摩事務所
☎050-55４0-20３３、軽四輪（乗用
・貨物）自動車（多摩ナンバー）＝
軽自動車検査協会☎050-３8１6-
３１0４

　清瀬市名誉市民である彫刻家・
澄川喜一氏の展覧会が横浜美術館
（神奈川県横浜市西区みなとみら
い三丁目）で開催されています（5
月2４日㈰まで）。
　澄川氏は、３0歳の時に清瀬市
にアトリエを構え、以来50年以上
市内にお住まいになり、戦後の抽
象彫刻のパイオニアとして東京ス
カイツリー®のデザイン監修など

公共の大規模プロジェクトを含む
多彩な創作を展開してきました。
　今回の展覧会は、澄川氏の創造
の原点、展開と到達点を明らかに
する首都圏の公立美術館では初の
大規模な回顧展です。皆さんもぜ
ひ訪れてみてはいかがでしょう
か。詳細は横浜美術館ホームペー
ジ（下記二次元コード参照）をご
確認ください。 問横浜美術館☎

0４5-22１-0３00
※３月３１日まで臨時休
館。最新情報は横浜美
術館ホーム
ページをご
確認くださ
い。

名誉市民　澄川喜一氏の個展が
横浜美術館で開催されています

澄川喜一氏（左）と渋谷市長（内覧会にて）

【お詫びと訂正】2月15日号「清瀬こども俳句」において、誤りがありました。「十小3年　野島
陽菜」さんのお名前は、正しくは「野島陽奈」さんです。関係者の皆様にはご迷惑をおかけした
ことをお詫びし、訂正させていただきます。

清小

けやき通
り

柳瀬川通り

市役所通り

西堀新堀通り
五中

新座市立
新堀小

十小

消費生活センター

清瀬駅

清中

新小
金井
街道

中清戸郵便局

神山公園

障害者福祉
センター

スタート

ゴール
児童センター

八小

志木街道

　３月26日㈭に福島県からスター
トする聖火リレーは、東京都では
7月１0日㈮から2４日㈮の１5日間に
実施され、清瀬市内では7月１5日
㈬に行われます。この清瀬市内の
聖火リレーの運営にご協力いただ
く、ボランティアを募集します。
　聖火ランナーだけでなく、観客
の皆さんやボランティアをはじめ
とするスタッフ全員が一体となっ
て、清瀬市での聖火リレーを盛り
上げていきましょう。皆さんのご
応募、お待ちしています。
【活動日時】7月１5日㈬の午前中2
～４時間程度【活動場所】清瀬市内
における聖火リレーの沿道、セレ
モニー会場、聖火ランナー集合場
所など（活動内容により、聖火リ
レーを観覧できない場所での配置
になる可能性があります）
【活動内容】①聖火リレー沿道の
走路管理②聖火リレー沿道周辺の
観衆・雑踏の管理③コース沿道の
資機材（コーン、バー、立入禁止
テープなど）の設置、撤去のサポ
ート④セレモニー会場及び聖火ラ
ンナー集合場所における運営補助
や案内など⑤各活動場所における
準備業務補助、後片付け及びごみ
拾いなど【募集人数】先着2３0人
【応募要件】平成１7年（2005年）４
月１日以前に生まれた方、日本国
籍を有する方または日本に居住す
る資格を有する方、日本語による
簡単な会話（意思疎通）ができる
方、東京都聖火リレー実行委員会
指定のボランティア活動をしてい

ただける方、清瀬市が指定する日
時の説明会に参加できる方（6月
開催予定）
【応募期間】４月３0日㈭まで
【応募方法】生涯学習スポーツ課
窓口、ファクス、電子申請（以下
参照）で申込み
◆３月３1日午後５時ま
での電子申請による
申込み先（右記①二次
元コード）

◆４月1日以降の電子
申請による申込み先
（左記②二次元コー
ド）

　パソコンをご利用
の方や、応募要項など
は、市ホームページ（右
記③二次元コード）か
らご確認ください。

問生涯学習スポーツ課生涯スポー
ツ係☎0４2-４95-700１Ｆ0４2-４95-
7007

清瀬からオリンピックを盛り上げよう！

©TOKYO2020

東京2020オリンピック
聖火リレーボランティア募集！

聖火リレー市内予定ルート

①

②

③

清瀬市　聖火ボランティア�検索
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広
　
告
　
欄

楽器演奏など
ウクレレサークル

▲

歌謡曲・ハワイア
ンなどをウクレレで弾いて楽しく歌い
ましょう。 日月２回木曜日、中級13時
30分～15時・初級15時10分～16時30
分 場野塩地域市民センター 費入会金
500円、月会費２,600円 問ウクレレ・
メレメレ・田中☎080-666２-２753
トゥインクルベル

▲

女性だけのミュー
ジックベルのサークルです。見学・体
験随時可。 日月２回水曜日19時～２1
時 場中里地域市民センター 費月会費
２,500円（教材費込み） 問トゥインクル
ベル・古澤☎04２-493-3108

絵画など
きよせ人物デッサン会

▲

プロのモデル
で人物デッサンをする同好会。入会時
必ずお電話を。 日原則として第3日曜
日13時～17時 場竹丘地域市民センタ
ー 費1回２,000円 問きよせ人物デッサ
ン会・村井☎04２-49２-13２0
清瀬絵画デッサン会

▲

各自が好きな画
材でプロのモデルを描く楽しい会で
す。裸婦・着衣。 日毎週水曜日（第1
・3週固定ポーズ、第２・4週クロッキ
ーポーズ）18時30分～２1時 場清瀬け
やきホール 費月会費3,000円 問清瀬絵
画デッサン会・矢島☎090-8859-9676
清瀬絵手紙サークル

▲

ヘタでもいい絵
手紙。絵心なんてなくてもいい。随時
体験できます。 日第２水曜日9時30分
～11時30分 場生涯学習センター 費年
会費10,000円（途中入会は月割り）
 問清瀬絵手紙サークル・福島☎04２-
49２-7775
語学など
韓国語トンアリ

▲

韓国人先生と基礎か
ら会話まで。 日月２回火曜日9時30分
～10時30分 場松山地域市民センター
他 費入会金２,000円、月会費3,000
円 問韓国語トンアリ・西垣☎04２-
494-19２２
英語リスニングサークル

▲

リスニング
初級の学習会です。やさしい英語ニュ
ースを教材に使用。日第1～3金曜日、
10時～1２時場生涯学習センター費月
会費3,000円問英語リスニングサーク
ル・西崎☎04２-4２0-4886

【市民伝言板利用案内】
「利用案内」を、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

野球
還暦野球（軟式）

▲

58歳以上で、健康
のために運動したい方。 日毎週水曜
日11時～13時 場市内グラウンド 費月
会費２,000円 問清瀬ナイツ・篠原☎
04２-49２-6２53
剣道・居合道
剣道・居合道新入会員

▲  

日火・水・
金曜日18時～19時、土曜日17時～18
時、木曜日19時～２1時、居合道は水
曜日18時～２1時 場芝小（火・土曜日）、
八小（水・土曜日）、十小（火・金曜日）、
五中（木曜日）、居合道は七小（水曜
日） 費入会金3,000円、小・中学生月
会費２,000円、学生年会費3,000円、
経験者・一般年会費5,000円 問清瀬市
剣道連盟・剣道＝嘉山☎04２-493-
6187、居合道＝金田☎04２-491-4333
ヨガ
ヨーガ（健康ヨーガ）

▲

ヨーガの体操
法と呼吸法で心身リフレッシュ。初心
者・経験者歓迎。 日月3回火曜日・月
3回土曜日、10時～11時30分 場竹丘
地域市民センター 費入会金1,000円、
会費3か月3,000円 問健康ヨーガ・藤
井☎04２-493-7405
和室ヨガでリフレッシュ！

▲

ゆっくり
と深い呼吸で心もからだも整える初心
者向けの女性クラス。 日毎週火・金
曜日10時～11時 費1レッスン1,000円
場中清戸地域市民センター 問 keiヨガ
サークル・金子☎080-3490-7960
太極拳・健康体操など
楊名時太極拳

▲

深い呼吸と緩やかな動
きで、年齢を問わない健康法です。見
学歓迎。 日毎週火曜日13時30分～15
時30分、第２火曜日は10時～1２時
 場清瀬けやきホール 費月会費２,600円
（入会金無料） 問清瀬元町太極拳サー
クル・砺

と な み

波☎04２-491-9596
楊名時気功太極拳

▲
太極拳と気功でゆ

っくり動き、心身ともにリフレッシュ
しましょう。 日毎週土曜日10時～11
時30分 場竹丘地域市民センター
 費月会費3,000円（入会金無料） 問楊名
時気功太極拳の会　清瀬宮坂教室・
保
ほ か り

苅☎04２-493-0349
気功太極拳ひまわり

▲

太極拳で心と身
体をリラックス、ゆったり呼吸で運動

運動・健康づくり しませんか？日月3回土曜日15時～16
時30分 場コミュニティプラザひまわ
り費月会費２,000円問気功太極拳ひま
わり・羽

は ば ら
原☎04２-493-6984

健康体操教室

▲

音楽に合わせ1時間、
腹筋背筋太ももを中心にした運動。
 日毎週火曜日9時30分～10時30分
 場中清戸地域市民センター 費入会金
3,000円、会費3,000円 問体操三井島
システム・森田☎04２-494-1759
自彊術体操

▲

楽しく正しく体を動か
し、整体します。いつでも無料体験可
能です。 日月4回木曜日14時～15時
30分 場野塩地域市民センター 費月会
費3,000円（入会金無料）問自彊術体操
・斉藤☎080-1348-00２8
踊り
民謡踊りの会

▲

佐渡に伝わる民謡踊り
で趣味と健康を促進し、楽しく踊りま
しょう。 日毎週金曜日13時30分～16
時 場中清戸中央老人いこいの家
 費月会費1,000円（入会金無料） 問清瀬
おけさ会・高橋☎04２-493-0640

合唱・コーラスなど
野塩うたごえ

▲

アコーディオンによる
伴奏、曲目豊富、一緒に楽しく歌いま
せんか。 日毎月第1日曜日13時30分～
16時 場野塩地域市民センター 費500円
問野塩うたごえ・小松☎04２-493-
4880
清瀬第九合唱団

▲

市制施行50周年をオ
ーケストラと第九で祝います！　詳細
はＨＰで。 日4月4日からの土曜日（月3
回）9時30分～1２時場アミューホー
ル 費月会費3,000円問清瀬第九合唱団
・大

おおこ う ち
河内☎04２-495-8478

女声ゴスペルサークル

▲

ノリよく楽し
くパワフルにゴスペルやポップスを。
30代～50代中心。 日毎週金曜日10時
～1２時場中里地域市民センター 費月会
費3,000円 問清瀬ゴスペル・高橋☎
090-4２45-4２30
健康コーラス

▲

5月新スタート。脳ト
レや体操と世界の名曲を合唱で楽しみ
ます。 日月２回日曜日10時～1２時
 場松山地域市民センター 費月会費
２,500円（入会金無料） 問健康コーラス
マイルストーン・今中☎090-3595-
0２54

音楽関係など

絵画・語学・写真など

話し方・発声など
話し方教室Will木・土曜日コース

▲

話
す事の苦手な方・あがり症の方、皆の
前で話せるようになりましょう。 日第
２・4木曜日コース、第1・3土曜日コ
ースいずれも13時～15時30分 場生涯
学習センター 費1回1,000円（入会金無
料） 問清瀬話し方教室Will・小林☎
04２-493-3461
ギター　カラオケ　ボイトレ

▲

深い脱
力発声で歌や語りを楽しみます。日常
会話も変化します。 日毎週火曜日、9
時～1２時 場松山地域市民センター
 費入会金1,000円、年会費1,２00円
 問安定ボイス・香川☎04２-49２-6553
詩・詩吟・俳句など
詩吟

▲

遠い日の郷愁を呼び起こす心の
歌、詩吟を始めませんか。初心者歓
迎。 日第1・２・4水曜日、13時～16
時 場清瀬けやきホール 費月会費3,000
円（諸経費含む） 問紘風会・須田☎
090-２747-8411
吟遊同好会

▲

熟年中心に習った詩吟大
声上げて気分壮快、参加しません
か。 日第1・3水曜日14時～16時 場松
山地域市民センター 費入会金1,000
円、月会費500円 問吟遊同好会・園崎
☎080-1165-9586
あすなろ俳句会

▲

日々の発見と感動を
俳句にしてみませんか。初心者大歓迎
です。 日第4日曜日13時～16時
 場清瀬けやきホール 費月会費500円（２
か月分1,000円納金） 問あすなろ俳句
会・山田☎04２-494-1667
講座・勉強会など
楷書・行書・かな

▲

4歳から一般まで
各自に合わせて練習。毎月発行冊子あ
り。 日金・土曜日（月3回）金曜日＝13
時～17時30分、土曜日＝13時～17
時 場金曜日＝生涯学習センター、土曜
日＝竹丘地域市民センター 費入会金
3,000円、月会費学生3,000円 問楷書
・行書・かな・大渕☎090-49２6-7770
将棋
清瀬市将棋愛好会

▲

将棋ファンなら自
由に参加いただける毎月の楽しい定期
大会です。 日第3土曜日13時～17時
 場竹丘地域市民センター 費年会費
1,800円 問清瀬市将棋愛好会（清瀬市
文化協会加盟団体）・竹内☎04２-49２-
0146

　春は、入学や就職のために引っ越しをされる方が多くなる
時期です。これから始まる新しい生活の安全・安心のため、
この機会に家具類の転倒・落下・移動防止対策を行いましょ
う。地震が起こると家具が転倒し、下敷きになってけがをす
る、逃げ口が塞がれて閉じ込められる、などの事態が考えら
れます。
　いざという時に自分の身を守るためにも、地
震に対する備えをしっかりと行いましょう。
 問清瀬消防署☎04２-491-0119
※詳しくは、東京消防庁ホームページをご覧く
ださい。

東京消防庁
ホームペー
ジ

引っ越しの機会に家具類の固定を！

改 

善 

例

【感染を疑う方】発症前２週間以内に…
・「新型コロナウイルス感染者」と濃厚接触＊1をした方で①発熱または②呼吸器症状がある方
・「流行地域＊２を訪問した方」または「流行地域への渡航・居住歴がある方と濃厚接触した方」で①37.5℃以上の発熱かつ②呼吸器症状がある方

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 が 心 配 な と き は

新型コロナコールセンターに電話・ファクス
【午前9時～午後9時（土・日曜日、祝日含む）】

▶多言語（日本語、英語、中国語、韓国語）での相談
　☎0570-550571
▶聴覚障害のある方などからの相談
　Ｆ03-5388-1396

PCR検査（東京都健康安全研究センター等）

入院（感染症指定医療機関等）

あ て は ま ら な い

あてはまる

陽　性
陰　性

（＊1）濃厚接触…疑い事例と
の同居・長時間の接触、感染
防護措置なしで診察・看護・
介護、感染の疑いがある方の
体液等に直接接触
（＊2）流行地域…中華人民共
和国　湖北省または浙江省　
大韓民国　大邱広域市または
慶尚北道清道郡

出典：「都民の皆さまへ～新型コロナウイルス感染症が心配なとき～」（東京都ホームページ）より作成

「風邪のような症状」「37.5℃以上の発熱」
「強いだるさや息苦しさ」がある方

▶一般の方
　症状が4日以上続く場合
▶高齢・基礎疾患がある・妊婦の方
　症状が２日以上続く場合

不安に思う方
・微熱や軽い咳が出ている
・感染したかもしれないと不安

自宅で安静

医療機関を受診
※症状が良くならない場合は、
再度受診相談窓口に相談。

受診が必要と判断
受診が不要と判断

医師が検査の必要なしと判断

専門的な助言が必
要な場合、受診相
談窓口を案内

医師が検査の必要ありと判断

（3月10日現在）

ベッドの
上に転倒

ベッドの
ない
所に転倒

ドアが開かない

移動 転
倒

移動

転
倒

ドアが開く

3月31日㈫まで市内公共施設等を休館します
　新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、3月31日㈫まで
市内の公共施設等を休館（貸館中
止）します（3月10日現在）。貸館中

止期間中の使用料の還付などは各
施設へお問い合わせくだ
さい。最新情報は市ホー
ムぺージをご覧ください。

施設名 問合せ 備考
健康センター 492-5111 土・日曜日、20日㈮のみ休館。
健康増進室

生涯学習センター 495-7001 入金等の窓口業務は実施。土・日曜日、20日㈮は終日休館。
男女共同参画センター 495-7002 交流コーナーも利用不可。
郷土博物館 493-8585
児童センター（中央児童館） 495-7700 子ども家庭支援センターは通常どおり開所。野塩・下宿児童館

消費生活センター 495-6211 入金等の窓口業務は実施。土・日曜日、20日㈮は終日休館。

松山地域市民センター 491-5153 出張所は通常業務。土・日曜日、20日㈮は終日休館。
野塩地域市民センター 493-4014 出張所は通常業務。20日㈮は終日休館。
下宿地域市民センター 493-4033

屋内の貸館業務は中止。屋外施設の貸し出しと入
金等の窓口業務は実施。

市民体育館
竹丘地域市民センター 495-1717
中里地域市民センター 494-7511
中清戸地域市民センター 494-7211
中央図書館 493-4326 インターネット・電話による予約、予約資料の貸し

出し及び返却業務のみ実施。利用時間は月曜日（中
央・野塩図書館は20日㈮も）を除く午前10時～午
後5時。駅前図書館は自動交付機も利用可。

駅前図書館 492-8751
野塩図書館 493-4086
元町こども図書館 495-8666
下宿図書館 495-5432
竹丘図書館 495-1555
フレンドルーム 493-0690 学校に準じて臨時休業。状況により個別対応。
教育相談室 493-3526 相談業務は実施。
コミュニティプラザひまわり 495-5100 屋内の貸館業務は中止。屋外施設の貸し出しと入金等の窓口業務は実施。
清瀬けやきホール 493-4011
松山・竹丘集会所 495-1717
老人いこいの家 497-2081
きよせ・ボランティア市民活
動センター 491-9027 市民活動のための印刷機及びコピー機の利用は可（印刷後の紙折、封入作業等は禁止）。

※市外局番は「042」。

新型コロナウイルス感染症を防ぐには
　国内では、散発的に小規模に複
数の患者が発生している事例が見
られます。
　集団感染の共通点は特に、「換
気が悪く」、「人が密に集まって過
ごすような空間」、「不特定多数の
人が接触する恐れが高い場所」で
す。これらの場所に集団で集まる

手洗いは感染症予防の基本～正しく手を洗っていますか？～

ことは避けてください。
　風邪症状があれば、外出を控え
ていただき、やむを得ず、外出さ
れる場合にはマスクを着用してい
ただきますようお願いします。
 問健康推進課成
人保健係☎04２-
497-２076

　食事前やトイレの後、外から室内に入ったときなどには、流水と
石けんでのもみ洗いとすすぎを繰り返すと効果的（30秒間×２回）で
す。

出典：手洗いキャンペーン調査結果（多摩小平保健所）より作成

洗い残した人の割合

ポイント１　手の甲、特に指先に洗い残しが多い！
ポイント２　利き手に洗い残しが多い！
ポイント3　手肌のお手入れも大切！

　厚生労働省のLINE公式アカウン
トで、新型コロナウイルス感染症
の発生状況や予防方
法などの情報を確認
することができま
す。

　新型コロナウイルス感染症に関
する情報（各種問い合わせ先・市
内公共施設等の休館
・イベント等の中止
など）を市ホームペ
ージで確認できます。

手の甲 手のひら

新型コロナ受診相談窓口（帰国者・接触者電話相談センター）に電話
【平日午前9時～午後5時】多摩小平保健所☎042-450-3111
【平日午後5時～翌午前9時と土・日曜日、祝日の終日】都・特別区・
八王子市・町田市合同電話相談センター☎03-5320-4592

新型コロナ外来（帰国者・接触者外来）を受診
※マスクをして公共交通機関をできるだけ使わずに。
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【市民伝言板利用案内】●５月１日号掲載希望の「催し物」の原稿は、３月16日午前8時
30分から4月１日までの間に受け付け。先着25枠。9月15日号掲載希望の「サークル仲
間募集」の原稿は、4月１日から8月17日まで受け付け。
◦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

茶どころ・だんだん▶どなたでもご自
由に立ち寄れる地域ふらっとサロンで
す。4月18日11時～15時、いなり台

老人いこいの家、100円（コーヒーの
お代わりは一杯50円）、茶どころ・だ
んだん・辻☎042-493-8399

　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15日以降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（3月4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月以降開催の事業などの中止について

開催日 事業名 問合せ

～3月15日㈰ 企画展「はたおり伝承の会作品展」及び関
連事業（※5月19日～24日に延期予定） 郷土博物館☎042-493-8585

～3月15日㈰「平和祈念フェスタin清瀬2020」展示会 企画課市民協働係
☎042-497-1803

3月16日㈪ 食生活相談 健康推進課成人保健係
☎042-497-2076

3月16日㈪ 親子歯科健診
健康推進課母子保健係
☎042-497-20773月17日㈫ 子どもの計測日

3月17日㈫ 3歳児健康診査
3月17日㈫・
26日㈭ 初心者陶芸教室 生涯学習スポーツ課生涯学習

係☎042-495-7001
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18日㈬ ママの時間（3月分） 健康推進課母子保健係
☎042-497-2077

3月22日㈰
～25日㈬ 健康チャレンジ ワンポイント 健康推進課成人保健係

☎042-497-2076

3月22日㈰ 第14回なんでも発表会 児童センター
☎042-495-7700

3月22日㈰ 親子で体験！　郷土料理作り（※4月12日に
延期予定） 郷土博物館☎042-493-8585

3月23日㈪・
25日㈬ 親子むし歯予防・卒業教室 健康推進課母子保健係

☎042-497-2077

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24日㈫ いきいきハイキング　約10㌔平坦コース 健康づくり推進員・村野
☎042-492-2894

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26日㈭ ミュージアム・シアター【新着フィルム特集9】郷土博物館☎042-493-8585

3月27日㈮ 「平和祈念フェスタin清瀬2020」映画会＆
講演会

企画課市民協働係
☎042-497-1803

3月27日㈮ 1歳児子育て相談会（3月分） 健康推進課母子保健係
☎042-497-20773月27日㈮ 5・6歳児のむし歯予防教室（3月）

3月27日㈮ たのしくやさしい俳句実作教室 生涯学習スポーツ課生涯学習
係☎042-495-7001

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31日㈫ さわやか健康クラブ 健康づくり推進員・手塚
☎090-7903-2807

3月下旬 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月下旬 第21回　きよせカタクリまつり

情 報 を 声 で 届 け る 人 に な り ま せ ん か？

音 訳 者 養 成 基 礎 講 座
　音訳とは、目の不自由な方、高
齢や体の不自由などにより文字が
読みにくい方に、文字や図表、写
真やイラストなどを音声化するこ
とです。
　「市報きよせ」や「市議会だより」
など市が発行する公共刊行物や、

「社協だより」、図書や資料などさ
まざまな情報を音訳するための技
術を具体的に学ぶ基礎講座を開催
します。
　声を出すことや言葉に関心のあ
る方、音訳に興味のある方、気軽
にご参加ください。
◆説明会にご参加ください
　4月22日㈬午前10時から、コミ

ュニティプラザひまわりにて説明
会を実施します。説明会に参加後、
受講受け付けをします。 対簡単
なパソコン操作ができ、市内の音
訳グループで活動できる方。先着
20人【講座日程・内容】下表参照
場コミュニティプラザひまわり
費3,000円（社協会員でない方は、
別途社協会費500円） 問きよせボ
ランティア・市民活動センター☎
042-491-9027

回 日にち 時間 内容
1 5月13日㈬

午
前
10
時
～
正
午

音訳とは DAISYとは
2 5月20日㈬ ・読みの基本

　発声、発音、アクセント

・文章を読む
　伝える読みのコツ
　（同音異義語、ルビ、注、記号など）

・図表、写真、イラストなどを読む
　（説明文作成の基本）

3 5月27日㈬
4 6月3日㈬
5 6月10日㈬
6 6月17日㈬
7 6月24日㈬
8 7月1日㈬
9 7月8日㈬
10 7月15日㈬ まとめ 入会案内

【募集要項】3月16日㈪～23日㈪
（一般事務以外は4月6日㈪まで）
の平日午前8時30分～午後5時に
職員課にて配布（市ホームページ
からもダウンロード可）
【申込み】◆一般事務＝3月23日㈪
までの平日午前8時30分から午後
5時の間に所定の用紙に必要事項

を記入し、本人が直接職員課職員
係へ◆一般事務以外＝4月6日㈪
までの平日午前8時30分から午後
5時の間に所定の用紙に必要事項
を記入し、資格を証明するものの
写しを添えて直接窓口または郵送
で職員課職員係へ 問職員課職員
係☎042-497-1843

令和２年度

会 計 年 度 任 用 職 員（ 専 門 職 ）

職種 受験資格 人数
一般事務 一般的なパソコン操作及び適切な接遇ができる方

若
干
名

学童クラブ指導員
保育士の資格を有する方または教員免許を有する方、
もしくは2年以上児童福祉事業に従事（常勤職員に準じ
た勤務）した経験のある方

保育士 保育士の資格を有する方

介護認定調査員 介護支援専門員の資格を有する方

面接相談員 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する方

雑草発芽抑制・ぬかるみ対策に
清 瀬 ウ ッ ド チ ッ プ を ご 利 用 く だ さ い

　「清瀬ウッドチップ」は、市内
でせん定した樹木を加工したもの
で、庭などに深く敷き詰めること
で、日光を遮断し、雑草の発芽を
抑制する効果があります。人気の
商品のため、納品までに時間がか
かることがありますので、お早め
にご予約ください。なお、市内在
住の方には、5袋以上の購入で自
宅にお届けするサービスも行って
います。ぜひご利用ください。
【販売商品】「清瀬ウッドチップ」
「園芸用清瀬スモールチップ」

【価格】各1袋200円（45㍑袋に約7 
㌔） 問総 務 課 営 繕 係 ☎042-492-
5111（内線524）
◆効果的な使い方
①敷く場所の雑草を根からしっか
り抜きます（根が残っていると、
ウッドチップの
隙間から雑草が
出てきてしまい
ます）。②ウッ
ドチップを厚さ
5㌢以上敷き詰
めてください。

　地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、これまで任用してきた
臨時・非常勤（一部を除く）職員が、令和2年度から「会計年度任用職
員制度」として名称・制度が変更されます。詳しくは募集要項をご確
認ください。

みんなで育てよう清瀬の水辺
　空堀川河川内のごみ拾いなどの清

掃作業を実施します。 日3月21日㈯
午前9時30分～正午（雨天中止）
【集合】梅坂橋の広場 持汚れても良
い服装、長靴、タオル、飲み物 
直 問川づくり・清瀬の会事務局・
荒幡☎042-493-7864
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名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 1日㈬・8日㈬・15日㈬・22日㈬
午後1時～４時30分(いずれも30分×7枠)

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

秘書広報課広報広聴
係
☎0４2-４97-1808

対市内在住・在勤・
在学の方
※3月16日 午 前8時
30分から受け付け。

人権身の上相談 1日㈬午後1時～3時（４0分×3枠）
土地家屋調査士相談

（境界・測量・登記）2日㈭
午後1時～3時（いずれも30分×４枠）不動産取引相談

年金・労働相談 8日㈬
午前9時30分～11時30分（４0分×3枠）

司法書士相談
（登記・相続・遺言）

8日㈬
午後1時～3時30分（30分×5枠）

税務相談 15日㈬
午前9時30分～11時30分

（いずれも30分×４枠）
行政書士相談

（相続・遺言書等の手続）
行政相談 15日㈬午後1時～3時（30分×４枠）

交通事故相談 22日㈬
午後1時～3時30分（50分×3枠）

予直電防犯相談（犯罪被
害者支援なども含む）

毎週月～金曜日（水曜日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

防災防犯課防犯係
☎0４2-４97-18４8

直母子・父子・女性相談 毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

生活福祉課
☎0４2-４92-5111（代表）

直電子ども家庭相談 毎日（火曜日を除く）
午前9時～午後5時

子ども家庭支援センター
☎0４2-４95-7701

予電教育相談 毎週火～土曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

教
育
相
談

セ
ン
タ
ー

教育相談室
☎0４2-４93-3526（☎
0４2-４93-４122）
※電話予約は午前9
時から受け付け。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談
2日㈭・7日㈫・10日㈮・16日㈭・21日
㈫・2４日㈮・30日㈭
午前10時～午後４時

男女共同参画センター（アイ
レック）
☎0４2-４95-7002
※電話予約は平日午前8時
30分～午後5時に受け付け。
※保育あり（要予約）。
※電話による相談も可能。

一般相談（夜間） 16日㈭午後5時30分～午後9時

DV・モラハラ相談 1日㈬・8日㈬・9日㈭・15日㈬・23日
㈭午前10時～午後４時

法律相談 1４日㈫・28日㈫午後2時～４時
しごと相談 3日㈮午前10時～3時

直電消費生活相談 毎週月～金曜日午前10時～午後４時
（正午～午後1時と祝日を除く）

消費生活センター
☎0４2-４95-6212

直清瀬・ハローワーク
就職情報室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

クレアビル
（４階） 

清瀬・ハローワーク
就職情報室
☎0４2-４9４-8609

月の4 予＝予約　直＝直接　電＝電話

★さしあげます：B型ベビーカー　★ゆずってください：今回はありません。
 申 問３月1６日午前9時から消費生活センター☎042-495-６211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

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

令和元年度清瀬市史
編さん委員会

3月30日㈪
午前10時～

市役所
本庁舎

市史編さん室市史係
☎0４2-４97-1813

傍聴希望者は
直接会場へ。

新小学１年生への義務教育 
就学児医療証の送付

　現在、「乳幼児医療証（マル乳医
療証）」の交付を受けており、令和２
年４月から小学校に入学する児童
（平成２5年４月２日～平成２6年４月1
日生まれ）の医療証については、令
和２年４月1日から「義務教育就学児
医療証（マル子医療証）」に切り替え
となります。対象者には、令和２年
４月1日から有効なマル子医療証を３
月２４日㈫に普通郵便で発送する予
定です（マル子医療証には所得制限
があります。詳しくは表参照）。
　また、所得制限超過のためマル子
医療証の対象とならない方にも、３
月２４日㈫に非該当決定通知書を普
通郵便で発送予定です。
※４月1日を過ぎてもマル子医療証
が届かない場合は、右記お問い合わ
せ先までご連絡ください。

※今回送付する医療証は、新小学1
年生の子どものみとなります。子ど
もが新小学1年生以外の場合は、す
でにお持ちの医療証を、令和２年９
月３０日までご使用ください。

◆ひとり親家庭等医療証（マル親医
　療証）をお持ちの皆さまへ
　現在、「ひとり親家庭等医療証（マ
ル親医療証）」の交付を受けており、
令和２年４月1日から小学校に入学す
る児童がいる方につきましては、４
月1日以降有効な子どもの医療証
は、課税世帯か非課税世帯かにより
異なりますのでご注意ください。
【課税世帯の場合】４月1日以降有効
な子どもの医療証は、マル子医療証
となります。今回送付するマル子医
療証を医療機関などで提示してくだ
さい。
【非課税世帯の場合】４月1日以降有
効な子どもの医療証は、マル親医療
証となります。「マル親医療証」に、
小学1年生となる子どもの氏名を印
字しています。対象の子どもが医療
機関などを受診される場合は、マル
親医療証を提示してください。
問子育て支援課助成係☎０４２-４９7-
２０88

清瀬市立科山荘料金 
一部改定について

　清瀬市立科山荘において、４月1
日の宿泊から一部の料金が、次のと

おり改定されます。ご理解よろしく
お願いします。

※「おとなＡ」と「おとなＢ」では、夕
食の内容が異なります。
※おとな一室1名の場合は、1,０００
円追加となります。
問清瀬市立科山荘☎０２67-51-２３００

福祉法律専門相談
　相続、遺言、権利侵害、その他ト
ラブルなど、法律的な問題について
弁護士が無料で相談に応じます。
 日３月２5日㈬午前1０時～正午 場コ
ミュニティプラザひまわり 申 問権
利擁護センターあいねっと☎０４２-
４９5-557３へ

４月より市役所の組織を 
一部改定します

　教育相談及び特別支援教育の推進
体制を強化する目的から、「教育部
指導課教育相談係」を「教育部指導
課教育支援係」とします。これに伴
い、「教育相談センター」の施設名
称を「教育支援センター」に変更し
ます。現行の8部３8課71係から変更
はありません。 問企画課企画調整
担当☎０４２-４９7-18０２

扶養親族など
の数（人） 所得制限限度額（円）

0 6,220,000
1 6,600,000
2 6,980,000
3 7,360,000

※以降、扶養親族などが1人増えるごとに、
所得制限限度額に３８万円を加算。

対象 改定前 改定後
おとなＡ 8,000円 8,070円
おとなＢ 7,210円 7,260円
小学生 3,700円 改定なし

幼児 1,590円 1,600円（寝具
利用の場合）

令和２年１月生まれの 
新米ママと赤ちゃんの会

 　初めての子育てで困ったこと、
こんな時どうする？などを皆でお話

清瀬市環境審議会委員
　市の環境保全についての必要な事
項を審議する環境審議会の委員を募
集します。 対市内在住の２０歳以上
の方。定員４人【任期】令和２年４月1
日㈬～令和４年３月３1日㈭【報酬】会
議1回の出席につき９,０００円（会議は
年２回程度） 申 問３月２5日（必着）ま
でに水と緑の環境課にある申込書
（市ホームページからもダウンロー
ド可）に必要事項を記入し、応募理
由（４００字程度）を添えて、直接窓口
または郵送・ファクスで水と緑の環
境課環境衛生係☎０４２-４９7-２０９９Ｆ
０４２-４９２-２４15へ

シルバー人材センター 
学習教室受講生

　学習指導の経験豊富な高齢者が、
学校の教科書を中心に指導しま
す。 対小学４年生～6年生の国語・
算数、中学1年生～３年生の英語・
数学 場シルバー人材センター（松山
三丁目）
※中学生は科目選択性（1科目のみ
の受講可）。
※開講日時など詳しくは、下記へ。
申 問３月２5日までに電話でシルバー
人材センター☎０４２-４９４-０９０３へ

シルバー人材センター 
色えんぴつ教室受講生

　色えんぴつの扱い方、色彩・バラ
ンス、遠近法などを中心に指導しま
す。 対小学４年生以上の方 日毎月第
２・４土曜日午後1時３０分～３時 場シ
ルバー人材センター（松山三丁
目） 申 問３月２5日までに電話でシル
バー人材センター☎０４２-４９４-０９０３
へ

◆社会福祉協議会へ
　はたおり伝承の会様（1０,０００円）
　ありがとうございました。

確定申告及び市民税・都民税 
申告の提出期限について

◆所得税の確定申告
　申告・納付期限は４月16日㈭まで
延長されます。ただし、市の申告会
場における簡易な確定申告書の作成
・相談、確定申告書の提出は３月16
日㈪までです。３月17日㈫以降は東
村山税務署をご利用ください。
◆市民税・都民税申告
　３月17日㈫以降も、市役所1階市
民税係の窓口で受け付けます。申告
書は郵送での提出も可能です。
◆住民税の賦課決定日について
　国税の申告・納付期限は延長され
ましたが、市民税・都民税の賦課決
定日は変わりません。 問確定申告
＝東村山税務署☎０４２-３９４-6811、
市民税・都民税申告＝課税課市民税
係☎０４２-４９7-２０４０

ししましょう！　４回連続の仲間作
りの講座です。 日４月7日・1４日・
２1日・２8日の火曜日午前1０時～正
午 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

　清瀬・ハローワーク就職情報室
では、全国約1３０万件のハローワー
クの求人情報の検索や、窓口の専
門相談員による相談、求人の紹介
状を交付しています。その他、ハロ
ーワーク主催の各種セミナーや面接
会、ハロートレーニング（公的職業
訓練）に関する情報を提供していま
す。ぜひご利用ください。
【利用時間】月～金曜日（祝日・年末
年始を除く）午前９時～午後5時

 問清瀬・ハローワーク就職情報室
☎０４２-４９４-86０９

ご利用ください　清瀬・ハローワーク就職情報室



令和２年（2020年）3月15日号8 市報 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

　市内在住でアイスホッケーチーム・西武ホワイトベアーズに所属する
北山翔一さん・堅士さん兄弟が、アイスホッケーの東京都選抜選手とし
て全国大会などで活躍されました。
　兄・翔一さんは、1月29日～2月2日にテクノルアイスパーク八戸（青
森県八戸市新井田西四丁目）と田名部記念アリーナ（青森県八戸市大字
河原木字蝦夷館）で開催された「第75回国民体育大会冬季大会」に出場
し、第３位（全1３チーム出場）に。弟・堅士さんは、1月17日～19日に白
鳥王子アイスアリーナ（北海道苫小牧市若
草町二丁目）とダイナックス沼ノ端アイス
アリーナ（北海道苫小牧市北栄町三丁目）
で開催された「第40回全国中学校アイス
ホッケー大会」に出場し準優勝（全1６チー
ム出場）という成績を収めました。おめで
とうございます。

　2月1日・８日、市民体育館にて毎年恒例のスーパードッジボール大会
が開催されました。今年も多くのチームが参加し、どの試合でも大声援
が響くなか、熱戦が繰り広げられました。試合の結果は以下のとおりで
す。入賞したチームの皆さん、おめでとうございます。

市内在住の北山翔一さん・堅士さん兄弟が、
アイスホッケー東京都選抜選手として全国大会で活躍

熱戦に次ぐ熱戦！
第21回清瀬市スーパードッジボール大会結果

３・４年生の部（３４チーム・２８２人参加）
優勝 準優勝

逆襲のイナズマＺ
（三小）

三小ガールズ
（三小）

第３位
清小の笑わない男たち（清小） 

芝山ルーズインポッシブル（芝小）

5・6年生男子の部（２0チーム・169人参加）
優勝 準優勝

パーフェクトソウル改
（三小）

アゴフックの海賊団
（芝小）

第３位
雑魚ナイン（三小） 

清明ボンバスターズ（清明小）

5・6年生女子の部（11チーム・８5人参加）
優勝 準優勝

枝豆ソルジャー
（芝小）

天使と女神とイケメン
（芝小）

第３位
清小ファイヤーガールズ（清小） 

百花繚乱（三小）

①清瀬リコーダーフェスティバル
　Vol.5　アンサンブルステージ参加
　者募集！ 
　フェスティバルのアンサンブルス
テージに参加する、３～10人程度のア
マチュアのリコーダーアンサンブル
を募集しています。日4月19日㈰
 費３,000円／1グループ（参加者の特
典として、コンサートチケット割引
あり）
②歌って健康！歌声サロン
　懐かしい名曲の数々をプロによる
生演奏にあわせて歌ってみませんか。
日4月22日㈬午後2時～4時 費1，000
円 講杉山公章氏
③講座おけいこアロマ「香りのお守り
　づくり」
　お気に入りの香りでアロマスティ
ックを作ります。先着12人。日4月15
日㈬午後2時～３時３0分 費1,500円 
講西脇直子氏
④親子で楽しむリトミック「からだを
　つかってあそぼう」
　体を動かすリトミックを行いまし
す。各クラス先着1６人。日4月2８日㈫
ひよこクラス（ひとりでお座りできる
ころ～2歳まで）午前10時～10時40
分、うさぎクラス（2歳ごろ～5歳まで）
午前11時～11時40分 費各回1,500円
（清瀬市子育て・キラリ・クーポン券
利用可） 持子どもの飲み物 講小宮しの
ぶ氏
⑤講座「赤ちゃんとスキンシップ遊び
　！」
　服の上からタッチ＆ふれあい遊
び。 対2か月～ハイハイ前までの赤ち
ゃん。先着10人。日4月17日㈮午前
10時３0分～正午 費1,000円（清瀬市子
育て・キラリ・クー
ポン券利用可）
 持タオル、バスタオ
ル、赤ちゃんの飲み
物、お持ちであれば
授乳用ケープ 講小宮
しのぶ氏
⑥講座「写経教室4月～6月」
　般若心経をとおして「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＝4月６日、5月11日、６月
22日、木曜教室＝4月1６日、5月14日、
６月11日いずれも午前10時～正午 
費全３回３,000円（用紙代別） 持大筆、
小筆、すずり、墨汁、下敷き、
文鎮、半紙 講横田游心氏
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

【清瀬けやきホール主催公演・講座中
止のお知らせ】
　新型コロナウイルス感染症感染拡

大のリスクを低減する観点から、以
下の３月中の主催公演・講座をやむな
く中止することになりました。
1３月1３日㈮「クミコと英介のおしゃ
　べりコンサート」
2３月1８日㈬「歌って健康！　歌声サ
　ロン」
3３月21日㈯「第100回そうだじゅげ
　むきこう」
4３月24日㈫「絵本deリトミック」
5３月2６日㈭「おりがみカフェ」

　1・3の公演につきましては、清
瀬けやきホール窓口にてチケットの
払い戻しを行います。
　お手数ですが、4月末までにチケッ
トをお持ちのうえ、清瀬けやきホー
ル窓口までお越しいただきますよう
お願いいたします。

　春から挑戦！　何か新しいことを
始めたい方にピッタリです！　参加
者募集のお知らせ。
①弦楽アンサンブル道場
　世界的演奏家の高田剛志氏による、
バイオリン・チェロを中心としたレ
ッスンです。子どもからおとなまで
一から丁寧に指導します。見学も大
歓迎。 対小学生以上（初心者可） 日月
2回、日曜日（不定期）午後2時～5時
 費月4,000円（有料で楽器レンタルあ
り）
②混声合唱サークル
　オーケストラや吹奏楽、合唱、オ
ペラなどの指揮を務める傍ら、テノ
ール歌手としても演奏活動を行う川
崎嘉昭氏を講師として招き、素敵な
ピアノ演奏とともに学生時代に戻っ
て、想い出深いあの名曲を一緒に歌
いませんか？ 対合唱に興味のある
方 日月2回、土・日曜日（不定期）
 費月３,000円
③歌と健康 ボイストレーニング
　正しい発声法で楽しく歌い、元気
な体作りをしてみませんか？　先着
15人。日火曜日（第1～4週）午前10時
３0分～正午 費1回1,000円
（テキスト代別途） 講吉野ま
りこ氏
申 問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）
 対パソコン（Windows10。Windows7
のサポートは1月で終了）。先着10
人 日パソコン＝4月4日・11日・1８日
・25日の土曜日午前10時～正午（全4
回） 申 問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

の催し物
清瀬けやきホール

の催し物
コミュニティプラザひまわり

　身近なイベントや街角の話題、各種大会で
優秀な成績を収めた方・団体などをご紹介し
ます。皆さんからの応募も受け付けています。

令和２年3月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,006人 （7人増）　女　38,598人 （27人減）　計　74,604人 （20人減）
◆世帯数 （ ）内は前月比　35,748世帯（7世帯増）　※人口は、外国人住民（1,325人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

コミュニテ
ィプラザひ
まわりホー
ムページ

◆春の特別企画展「カラダで実験
　アタマで納得！ロクト運動サイ
　エンスパーク」
　運動能力をチェックして「体力
記録カード」に書いてみよう。走
ったり蹴ったり体を動かして、健
康・体力づくりのための知識を身
につけよう！ 日臨時休館に伴い、
4月1日以降の開催に変更。詳し
くは問合せください【協力】明治
薬科大学セルフメディケーション
学研究室、Big Family Tokyo、FＣ
東京他 費おとな520円、4歳～高

多摩六都科学館の催し物

校生210円
 直 問多摩六都科学館☎042-4６9-
６100
※３月1８日㈬の「大人のための現
代天文学入門 基礎から学ぶブラ
ックホール」は、３月３1日㈫まで
の臨時休館に伴い中止。
※4月10日㈮・17日㈮・21日㈫～
24日㈮、2８日㈫、３0日㈭、5月1
日㈮は閉場。
※4月の休館日：4月６日㈪～9日
㈭、1３日㈪～1６日㈭、20日㈪・
27日㈪

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

逆襲のイナズマＺ

パーフェクトソウル改

枝豆ソルジャー

兄・翔一さん（左）と、弟・堅士さん（右）

◆第5９回企業的農業経営顕彰　全国農業会議所会長賞・東京都農業　
　会議会長賞　松村一夫さん（中里）
◆第３９回農業後継者顕彰
　・東京都知事賞・東京都農業会議会長賞　野村浩敬さん・美沙貴さん
　　（下清戸）
　・全国農業会議所会長賞・東京都農業会議会長賞　松村佳則さん・
　　圭和さん（中里）
◆令和元年度　農業功労者感謝状　野村金治さん（下清戸）
◆第46回農業委員会等功労者表彰　松村俊夫さん（中里）
◆令和元年度北多摩地区農業委員会連合会優秀農業経営者表彰
　山本昭夫さん（下宿）
　受賞された皆さん、おめでとうございます。

清瀬の農業を支える
市内の農家の皆さんが各種賞を受賞

左から松村一夫さん、松村圭和さん、松村佳則さん、
松村俊夫さん、野村金治さん、野村浩敬さん。

山本昭夫さん
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