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市制施行50周年

教養試験・事務能力試験

清 瀬 市 職 員 採 用 試 験
令和3年度採用予定

詳細はこちら

私たちと一緒に働きましょう！

　市では、令和3年度採用予定の清瀬市職員（正規職員）を
募集します。試験の詳細は、募集要項をご覧ください。
　皆さまからの応募をお待ちしています。
 問職員課職員係☎042-497-1843

一次試験

に実施

9月20日㈰
清瀬市職員採用試験は、人物重視です！

教養試験・事務能力試験筆記
試験

職種・募集人数　一般事務・若干名
受験資格　平成5年4月2日～平成11年4月1日に生まれた方

正 規 職 員 募 集 職 種

清 瀬 市 の お 仕 事
先輩職員に

聞きました

　市民の皆さまの声を最前線で
聞くことができます。皆さまの生活
を支えるやりがいのある仕事です。

保険年金課・入庁4年目

　市職員になって、まちの見方が
少し変わりました。まちの見方が
変わり、興味が広がることは市の
仕事の魅力の1つだと思います。

教育総務課・入庁2年目

公務員専用の試験勉強は必要ありません！

　挨拶や感謝の言葉、笑顔があふれ
る職場です。私たちと一緒に明るい
清瀬市をつくっていきましょう。

市民課・入庁3年目

募集要項の配布・申込み受け付け

募集要項 申込み受け付け
7月1日㈬から28日㈫（土
・日曜日、祝日を除く）
まで、市役所本庁舎2階
職員課にて配布（市ホー
ムページからもダウン
ロード可）

7月2６日㈰・27日㈪・28日㈫
午前9時～正午、午後1時～5
時に必要書類を本人が直接生
涯学習センター（アミュービ
ル5階）採用試験申込み受け付
け所へ
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納税に
ご協力を

■夜間納税・納税相談日7月29日㈬・30日㈭いずれも午後８時まで　　■土曜納税・納税相談日7月11日㈯午前９時～正午
■日曜納税・納税相談日7月26日㈰午前９時～午後４時　      場いずれも市役所徴収課窓口問徴収課徴収係☎042-497-204５

【募集要項】7月1日㈬～13日㈪の
平日午前８時30分～午後５時に職
員課で配布（市ホームページから
もダウンロード可）
 申 問いずれの区分も7月1日から
13日までの平日午前８時30分～午
後５時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
（7月13日必着）で職員
課職員係☎042-497-
1８43へ

令和２年度

会計年度任用職員（専門職）を募集

区分 受験資格 人数
学童クラブ
指導員

保育士の資格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（常勤職員に準じた職務）した経験のある方

若
干
名

保育士 保育士の資格を有する方

学校栄養士 栄養士の資格を有する方

※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
ました。詳しくは、募集要項をご確認ください。

詳しくは
こちら

【募集職種】①一般事務②作業員
【資格】①ＰＣ操作及び適切な接遇
ができる方②体力があり健康状態
が良好な方 対新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響により次のい
ずれかの状況にある市内在住の
方。[1]離職または採用内定を取
り消された方[2]アルバイト先の
休業等により経済状況が悪化した
方【募集人数】若干名

【募集要項】7月1日㈬から13日㈪
までの平日午前８時30分～午後５
時に職員課で配布。（市ホームペ
ージでダウンロード可）
申問7月13日（必着）までに所定の
用紙に必要事項を記入し、添付書
類を添えて直接窓口（土・日曜日
を除く）または郵送で職員課職員
係☎042-497-1８43へ
※詳しくは募集要項参照。

新型コロナウイルス感染症に伴う緊急雇用対策

会 計 年 度 任 用 職 員（ 補 助 職 ）

　市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で経営
状況の悪化などにより失業された方や、内定の取り消し
を受けた方などを対象とした緊急雇用を実施します。

特 別 定 額 給 付 金 の 申 請 は お 済 み で す か

▶土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時

清瀬市特別定額給付金コールセンター

　☎0120-917570
フリーダイヤル

お　問　い　合　わ　せ　先

　給付対象者1人につき10万円が給付される特
別定額給付金の申請を受け付けています。お済
みでない方は、早めの申請をお願いします。
◆郵送申請方式
　市から世帯主宛に申請書を発送しています。

【市からのお願い】ご近所やお知り合いに、一人暮らしの高齢者、障害者、外国人の方がいらっしゃいましたら、特別定額給付金の申請漏れなどが
ないか、お声がけにご協力をお願いします。

必要事項を記入し、必要書類（下記参照）を添
えて同封する返信用封筒（切手不要）で返送し
てください。
◆オンライン申請
　マイナポータルの「ぴったりサービス」を用

いた申請方法です。世帯主の方がマ
イナンバーカードをお持ちの場合に
利用できます。オンライン申請につ
いて詳しくは、市ホームページ（右記
ＱＲコード参照）からご覧ください。

①特別定額給付金申請書（市から郵送します）
②申請者（原則世帯主）の本人確認書類の写し
③申請者（原則世帯主）の振込先金融機関の口座確認書類の写し

郵送申請での必要書類 申 請 締 め 切 り

8月31日㈪
郵送・オンライン
いずれも

【新型コロナウイルス感染症に関
する一般的な相談窓口（東京都コ
ロナコールセンター）】
　感染の予防に関することや、心
配な症状が出た時の対応など。☎
0５70-５５0５71（午前9時～午後10
時。土・日曜日、祝日含む）
※ナビダイヤルです。通話料は最
初のガイダンスでご確認ください
【聴覚障害のある方などからの相
談】Ｆ03-５3８８-1396
【新型コロナ受診相談窓口】
　少なくとも以下のいずれかに該
当する場合には、すぐにご相談く
ださい（これらに該当しない場合
の相談も可能です）。▶息苦しさ
（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、
高熱等の強い症状のいずれかがあ

る場合▶重症化しやすい方で、発
熱や咳などの比較的軽い風邪の症
状がある場合▶上記以外の方で、
発熱や咳など比較的軽い風邪の症
状が続く場合
※症状が4日以上続く場合は必ず
ご相談ください。症状には個人差
がありますので、強い症状と思う
場合にはすぐに相談してくださ
い。解熱剤などを飲み続けなけれ
ばならない方も同様です。
問多摩小平保健所☎042-4５0-
3111（平日午前9時～午後５時）
問都・特別区・八王子市・町田市
合同電話相談センター☎03-
５320-4５92（平日午後５時～翌午
前9時と、土・日曜日、祝日の終日）

新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、マスクを着用してい

ると汗の蒸発が
妨げられるなど
体温調節ができ
ず、脱水などを
起こしやすくな

　新型コロナウイルス感染症の動
向を踏まえ、7月1日㈬より公共
施設等の夜間利用を再開します。
利用可能な時間については、市ホ
ームページ（ＱＲコード参照）から
ご確認いただくか、各施設にお問

◆利用時にはマスクの着用をお願いします。
◆利用前、休憩時、終了時に手洗いを行ってください。
◆発熱・風邪症状など、体調が優れない時は利用を控えてください。
◆代表者の方は、利用開始時及び利用中の参加者全体の体調を確認
　してください。
◆万一感染者が出た場合の積極的疫学調査に備え、代表者の方は参
　加者の氏名・連絡先等を記録し、提出してください。
◆人と人の間隔を十分に確保（2㍍程度）できる程度の人数でご利用
　ください。（定員の2分の1程度を目安）
◆30分ごとに数分間換気を行ってください。換気中は休憩するな
　ど、近隣への配慮のためなるべく音を出さないでください。
◆可能な限り、近距離での会話や発声を避けてください。
◆利用中の飲食は、水分補給を除き控えてください。
◆広範囲に飛まつが飛ぶような活動は控えてください。
◆顔や体を密着させる活動は控えてください。

熱中症から尊い命を守ろう
ります。
　こまめな水分補給と、窓を開け
熱気を外に出し、エアコンなどで
室温を調整するなど、熱中症に十
分注意しましょう。
 問清瀬消防署☎042-491-0119

い合わせください。
　利用の際は以下の新型コロナウ
イルス感染症拡大防止
対策を引き続きお願い
します。

７月1日より、公共施設等の夜間利用を再開します

特別定額給付金を装った詐欺に注意！

絶 対 に 教 え な い！　 渡 さ な い！
暗証番号・口座番号・マイナンバー・通帳・キャッシュカード

　特別定額給付金事業を装った詐
欺行為が発生しています。手続き
に当たり、市役所職員が現金自動
預払機（ATM）の操作をお願いし
たり、手数料の振り込みを求める
こと、また、クレジットカードの
番号などの個人情報を聞くことは
絶対にありません。このような詐

欺にご注意ください。
　詐欺が疑われる場合は、東村山
警察署☎042-393-0110や消費生
活センター☎042-49５-6212、消
費者ホットライン☎1８８（局番な
し）、清瀬市防犯協会（事務局☎
042-497-1８4８）などへご相談くだ
さい。

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

詳細はこちら

詳しくは
こちら
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絵本原画にみる横内襄展
7月23日㈭～8月16日㈰　午前9時～午後5時 郷土博物館

（最終入場は午後4時30分）（７月2７日㈪、８月3日㈪・11日㈫は休館）

　清瀬市で40年以上過ごした洋画家・横内襄（1934年～2016年）。国
内外の風景を豊かな色彩で描き、毎年個展を開催するなど、洋画家と
して精力的な活動を展開しました。
　その一方で、絵本や挿絵も多数手がけ、確かなデッサン力でいきい
きと描いた動植物の作品を残しています。なかでも、『ちいさなねこ』
（さく・石井桃子／1963年／福音館書店）は、幼い子どもやその親た

ちに親しまれ、発刊から60年近く経った今でも読み継がれている代
表作です。
　特別展『絵本原画にみる横内襄展』では、『ちいさなねこ』をはじめ
とする絵本や挿絵原画を中心に展示し、清瀬ゆかりの洋画家・横内襄
の絵本作家としての仕事を紹介します。
問郷土博物館☎042-493-8585

『ちいさなねこ』（1963年・福音館書店）［画像提供：宮城県美術館］

『幼児のずかん　どうぶつのおやこ』（1972年・偕成社）

『ちいさなねこ』（1963年・福音館書店）［画像提供：宮城県美術館］

『えほん動物記　まんもすのむれ』（1975年・岩崎書店）

日　時 場　所

今月の
納期

◆固定資産税・都市計画税（第2期）◆国民健康保険税（第1期）◆後期高齢者医療保険料（第1期）◆介護保険料（第1期）7月31日㈮ま
でに納めてください。※各通知書の発送日（予定）：国民健康保険税＝7月13日㈪・後期高齢者医療保険料・介護保険料＝7月10日㈮

特
別
展

　市は今年、市制施行50周年を
迎えます。さまざまな記念事業の
展開や市内外に本市の魅力を発信
するなかで、市と市内にある3つ
の大学で構成されている「清瀬市
大学連携推進協議会」（以下、協
議会）は、「清瀬への感謝の思い
が込められた」オリジナルなエピ
ソードを募集します。応募された
エピソードを協議会で審査し、市
制施行50周年記念イベントなど

【募集内容】作品のタイトル、「清
瀬への感謝の思いが込められた」
オリジナルなエピソード（50文
字）とその 背景（200文字以内）
 【応募期間】7月15日（必着）午後5
時まで

【応募方法】市ホームページ内に
ある応募フォームまたは所定の応
募用紙（市ホームページからもダ

で発表します。ぜひ、ご応募くだ
さい。

【My Kan Sha 50（マイ・カン・シ
ャ・50）と は？】明治薬科大学
（Meiji Yakka）・国立看護大学校
（Kango）・日本社会事業大学（Shak
aijigyou）の頭文字と市制施行50
周年を合わせた名称

【応募資格・作品数】清瀬への感
謝の思いを持つすべての方。複数
応募可（入選は1人1作品）

ウンロード可）に必要事項を記入
し、郵送で「My Kan Sha 50～マイ
・カン・シャ・50～私なりの感謝」
実行委員会事務局（企画課企画調
整担当）☎042-497-1802へ

検索My Kan Sha 50～私なりの感謝～

My Kan Sha 50 ～ 私なりの感謝 ～
「清瀬への感謝の思いが込められた」オリジナルエピソードを募集

清瀬市大学連携推進協議会清瀬市市制施行50周年記念連携事業
締め切り間近

ぜひご応募ください

7月15日
締め切り
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　日ごろ利用している店舗のポイ
ントカードを何枚も持っていた
り、お気に入りの店舗の回数券を
購入している消費者はたくさんい
ます。今回のコロナ禍で閉店や倒
産に追い込まれた店舗や事業者は
かなりの数に上ると思いますが、
それらの店舗や事業者が発行した
ポイントや回数券はどうなるので
しょう。センターに寄せられた相
談からアドバイスします。
【事例１】
　近くのスーパーマーケットが急
に閉店した。私はポイントを貯め
て買い物券をもらうのが楽しみだ
った。特にここ5日間はポイント
10倍セールだったので大量に買
い物をした。このポイントはどう
なるのか。
【アドバイス】
　店舗で発行されるポイントはそ
の店独自のサービスです、その店
舗が無くなれば使用できなくなり
ます。つまり、何ポイントあって
も価値のないものとなります。
【事例2】
　通っていた大手チェーン整体院
で、お得だからと勧められ20枚
綴りの回数券を5万円で購入し
た。10枚使用したがその後、こ
の会社が倒産したと知った。残り
の回数券は無駄になるのか。

【アドバイス】
　この事業者の場合、破産管財人
が公表されました。相談者は破産
した整体院に対して債権者となる
ので回数券の内容や残高を管財人
に申し出ることになりますが、返
金はあまり期待できません。
　このケースでは事業譲渡の可能
性が大で、もし、事業譲渡がされ
れば回数券はそのまま新しい事業
者の経営となる店舗で使用できる
と思われます。ただし同じ店舗、
同じ条件での使用は難しくなるか
もしれません。
　エステティック店などで発行さ
れるプリペイドカードも同様で、
その店舗が倒産した場合、事業譲
渡がされ、そのまま新しい事業者
からサービスが受けられるケース
が多く見られます。
 問消費生活センター☎042-495-
6212（相談専用）

　秋津駅は、清瀬駅より早く大正
6年に開設されました。
　写真は昭和45年に、現在の南
口から清瀬側に向かって撮影した
もの。武蔵野線および新秋津駅が
できるのは昭和48年なので、写
真のころはまだ乗り換え客はおら
ず、駅を出た人々は、清瀬側へと
歩いています。
　写真中央の子どもはおつかいの
最中なのか、荷物いっぱいの買い
物かごを持っています。

第10回　野塩
秋津駅

　写真右側の車はダイハツの「ハ
イゼットキャブ」。車左後方の街
灯には「七夕中元セール」の看板。
並ぶ店舗の看板やテントには、「日
本盛　町田商店」「御菓子司 つか
さや」「主婦と生活」「お茶どころ」

「内野園」「喫茶ニット」「駅前スト
ア」等々の文字、後向きの車には

「ドライクリーニング」の文字が
見えます。
　写真から時は流れ、北口ができ
たのは平成2年のことです。

新たな『清瀬市史』の編さん事業を行っており、昭和・平成の清瀬の写真を集めています。
ご協力ください。~この記事は、今までの収集資料に基づき市史編さん室が担当しています~

2020 年は清瀬市市制施行 50 周年

閉店
します

通っていたお店が閉店！
その時、あなたは

ポイントカード・回数券は
どうなるの？

費生活相談の
現場から

消

蚊が媒介する感染症にご注意ください

います。
　蚊の発生を抑制するためには、
幼虫の発生数を減らす対策も重要
になります。蚊は小さな水たまり
のような場所を好み繁殖するた
め、身近な生活環境を確認し、周
囲に水が溜まる場所を作らないよ
うにすることが大切です。
　蚊は身近な場所で発生しますの
で、自分でできる“防蚊対策”を心
がけるようにしましょう。
  問健康推進課母子保健係☎042-
497-2077

　蚊が媒介する主な感染症は、イ
エカによる日本脳炎、ヤブカによ
るデング熱、ジカウイルス感染症、
ハマダラカによるマラリアなどが
あります。いずれも、ウイルスを
持った蚊に吸血されることにより
発症します。
　蚊の活動期間は概ね5月中旬か
ら11月までです。朝夕に多く活
動し、特に気温が25～30度の時
に活発になります。
　外出の際の服装は肌の露出が少
ないものにしましょう。また、忌
避剤(虫よけ)の使用も推奨されて

東京清瀬市みつばちプロジェクト
ホワイトクローバーで雑草対策！

　市では、メイン通りであるけや
き通り（郷土博物館東交差点から
清瀬市役所前交差点）の植込みに、
ホワイトクローバーを植栽する取
り組みを行っています。
　ホワイトクローバーは繁殖力が
とても強く、土のなかに根を強く
張り巡らせる性質があるため、他
の雑草の発芽を抑えることができ
ます。雑草の発芽を抑制すると、
除草作業によって発生するごみの
量を減らすこともでき、景観の向
上も期待できます。
　このように雑草対策に効果的で
すが、家庭で利用する場合には注
意が必要です。一度種をまいてし
まうと、根絶が難しくなります。
不安に思われる方は、「けやき通
り」の欅を主な材料とした「清瀬
ウッドチップ」のご利用をお勧め
します。

　また、ホワイトクローバーは、
みつばち達が大好きな植物でもあ
ります。市役所屋上で生活してい
るみつばち達も、せっせと蜜を運
んでいます。
　ホワイトクローバーの蜜を含ん
だ清瀬産100パーセント純粋はち
みつ「Kiyohachi（きよはち）」が、
たくさん採れるようになるといい
ですね。
 問総務課営繕係☎042-497-1841

雑草が繁茂した植え込み クローバーを植栽した植え込み
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雑草発芽対策にご利用ください
清 瀬 ウ ッ ド チ ッ プ

　「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 ☎042-497-
1841
◆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。
※雑草発芽対策
の「清瀬ウッド
チ ッ プ 」は1袋
で畳1/5が目安
です。
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年に1回必ず受診！　健康診査

　医療券（気管支ぜん息）は18歳
未満の新規申請が可能です。また、
既に医療券をお持ちの方は更新の
手続きを行ってください。
◆新規申請
　都内に1年（3歳未満は6か月）以
上在住し、18歳未満で気管支ぜ
ん息などに罹患しているなどの要
件を満たす方に、認定疾病に係る
医療費を助成しています。手続き
など詳しくは健康推進課へご相談
ください。

　清瀬市国民健康保険・後期高齢
者医療保険加入者の特定健診、後
期高齢者健診、清瀬市健康診査（生
活保護受給者等）を右表のとおり
行います。詳しくは送付する案内
をご覧ください。
※年度途中で加入、転入または被
保険者記号番号を変更された方な
どの受診月は遅れる場合がありま
す。
※40歳から74歳までで清瀬市国
民健康保険加入者以外の方の健診

　消費税増税による景気対策として、令和2年9月から「マイナポイント」
を活用した消費活性化策が実施されます。キャッシュレスで20,000円
チャージまたは買い物をすると、1人当たり上限5,000円分のマイナポ

事業者向け　
JPQR説明会・登録申込会

　「JPQR」は複数のQRコード決済
サービスで使用できる統一規格の
QRコードです。
　令和2年9月から令和3年3月ま
で、マイナンバーカードとキャッ
シュレス決済サービスを使用して
ポイント還元を行う、「マイナポ
イント」事業が実施されます。
　市内事業者がスムーズに「マイ
ナポイント」への参加に必要なキ
ャッシュレス決済サービスを導入

できるよう、統一QRコード「JPQR」
に関する説明会を実施します。
　説明会当日に「JPQR」への申し
込みも可能です。
 日7月20日㈪午後7時～8時30分
 場健康センター

◆更新
　既にもも色の医療券をお持ちの
方は、有効期間満了日の1か月前
を目安に健康推進課で更新の手続
きが必要です。有効期限満了日ま
でに更新手続きを行わない場合
は、期間満了後は助成の対象外に
なります。ご注意ください。
 問健康推進課母子保健係☎042-
497-2077、東京都福祉保健局環
境保健衛生課☎03-5320-4491

　むし歯や歯周病の早期発見・予
防のために歯科健診を行っていま
す。詳しくは対象者に6月下旬に
送付した受診券をご覧ください。
 対6月22日時点で市内に住民登録
があり、令和3年3月31日までに

は加入している医療保険者（健康
保険組合・共済組合など）が実施
します。各医療保険者へお問い合
わせください。

対象者の
生まれ月 受診月 案内送付時期

4～9月 ６～8月 ６月中旬

10～3月 9～11月 8月中旬

対象者の
生まれ月 受診月 案内送付時期

4・5・６月 ６・7月 ６月中旬
7・8・9月 8月 7月中旬
10・11月 9月 8月中旬
12･1月 10月 9月中旬
2・3月 11月 10月中旬

30歳･35歳・40歳・45歳・50歳
・55歳・60歳・65歳・70歳 に な
る方 期7月1日㈬～11月30日㈪
 場東京都清瀬市歯科医師会加入
医療機関 問健康推進課成人保健
係☎042-497-2076

マイナンバーカードを利用して、マイナポイント（上限5000円）をもらおう！

Step1 マイナンバーカードを用意 マイナポイントを予約

キャッシュレス決済サービスを申し込み

イントがもらえます。
 問国のマイナンバー総合ダイヤル☎0120-95-0178、情報政策課情報推
進係☎042-497-1845

　7月以降、令和3年3月31日㈬までにスマホアプリまた
はパソコンから専用サイトにアクセスして、キャッシュ
レス決済サービスを1つ選択し、マイナンバーカードを
使って申し込みます。
　対応するキャッシュレス決済サービスは右記QRコー
ドからご覧ください。

　スマホアプリまたはパソコンから専用サイトにアクセ
スして、マイナンバーカードを読み取り、マイナポイン
トを予約してください。

（予約によりマイキーIDが設定されます。すでに設定さ
れた方はマイナポイント予約済です。）

◆1年に1回健康をチェックしましょう

　右表のとおり実施します。
　詳しくは送付する案内をご覧く
ださい。
 問いずれも健康推進課成人保健
係☎042-497-2076

◆30歳から39歳までの方の健康診査

※ パソコンからのご利用にはカードリーダが必要です。
※ スマホはカード読み取り対応機種に限ります。

予約者数が予算の上限に達した場合には、マイナポイントの
予約を締め切る可能性があります。

◆パソコン・スマホをお持ちの方

◆パソコン・スマホをお持ちでない方

　市役所本庁舎1階マイナポイント支援コ
ーナー（右図参照）をご利用ください。

マイナポイントをもらおう！

　令和2年9月から20,000円の
チャージなどで25,000円分の
買い物ができます。

　マイナンバーカードは、スマホ・パソコン・まちなかの証明用写
真機・郵便により無料で申請することができます。申請には、郵送
された通知カードの下についている個人番号カード交付申請書また
は個人番号通知書をご用意ください。
　交付申請をしてから、カードを受け取るまで、
約1か月かかります。お早めの申請をお願いし
ます。
 問市民課住民係☎042-497-2037

大気汚染医療費助成制度

成人歯科健診

Step2

Step3

Step4

持っている方

持っていない方

マイナンバーカードを取得しよう

ＡＴＭ

入口

マイナポイント
支援コーナー

市役所本庁舎1階

買い物時に
マイナンバー

カードは
使いません

マイナンバーカードの
申請方法はこちら

マイナポイ
ントの予約
については
こちら

決済サービ
スの一覧は

こちら

【主催】清瀬市、清
瀬商工会 申 問産業
振興課産業振興係☎
042-497-2052 詳細は

こちら

，



令和2年（2020年）7月1日号6 市報 新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

　7月中旬までに、年金天引または口座振替で納付する方へ介護保険料
額決定通知書を、納付書払いの方へ介護保険料納入通知書を送付します。
70歳以上の方で、この通知を東京都シルバーパスの購入時に所得確認
資料として使用する予定の方は、紛失しないようご注意ください。
◆住民税非課税世帯の方の介護保険料が軽減されます
　65歳以上で住民税非課税世帯の方の介護保険料は、下表のとおり軽
減されます。

◆納付は便利な口座振替で
　介護保険料を納付書で納めている方は、ぜひ口座振替をご利用くださ
い。口座振替依頼書は、介護保険料納入通知書の裏表紙に印刷されてい
る他、市内金融機関窓口にも備えてあります。振替開始には、約２か月
かかります。なお、年金天引対象者の方は、口座振替のご利用はできま
せん。
◆介護保険料を滞納すると…
　1年以上滞納すると、利用したサービス費用をいったん全額自己負担

一緒に生きがいづくり、健康づくりをはじめませんか？

シ ニ ア ク ラ ブ の 会 員 を 募 集 し て い ま す

　シニアクラブは、高齢者の教養の向上、健康の増進、社会奉
仕活動、地域社会との交流、レクリエーションなどの活動を行
っている自主的な団体です。市には２3のクラブがあり、約
1,000人の会員が各地域で活動しています。各クラブでは、住
み慣れた地域のなかでこれまでの知識・経験を活かした多様な
活動ができます。
　また、各クラブを取りまとめる連合会でも、スポーツ大会や
芸能大会、作品展示会、各種講座など、イベントを開催してい
ます。
 問高齢支援課高齢福祉係☎04２-497-２081

◆生きがい・
　教養・趣味
旅行、カラオケ、
踊り、フラダンス、
民謡、手芸、各趣
味のサークル活動
など

◆健康増進
ペタンク、輪投げ、
グラウンドゴル
フ、スカットボー
ル、レクダンス、
健康ウォーキング
など

◆社会奉仕
友愛活動、募金活
動、地域パトロー
ル、高齢者福祉施
設慰問、市内一斉
清掃協力など

クラブ名 主な活動場所 クラブ名 主な活動場所
清風会 上清戸老人いこいの家 第三芝山会 松山地域市民センター

親和会 中清戸中央老人いこいの家 アヒルの会 下宿地域市民センター

長寿会 下清戸集会所（下清戸5-855-3） 元町寿会 元町老人いこいの家

延寿会 下宿公会堂（下宿2-515） 竹水会 竹丘老人いこいの家

喜楽会 中里地域市民センター他 道草会 松山地域市民センター他

長生会 野塩地域市民センター ひまわり会 いなり台老人いこいの家

竹寿会 竹丘地域市民センター あかねの会 柿の下住宅自治会集会所
（中里4-701-82）

梅園長寿会 梅園老人いこいの家 松山クラブ 松山三丁目第2アパート集会所
（松山3-14）

旭が丘クラブ 旭が丘老人いこいの家 白梅会 竹丘二丁目アパート集会所
（竹丘2-5）

中里柳瀬クラブ 中里地域市民センター オールドクラブ 中清戸地域市民センター

むらさき会 野塩老人いこいの家 ロートリー
クラブ
あけぼの

コミュニティプラザひまわり
清親会 中里老人いこいの家

年3月31日までにバリアフリー改
修工事を施した住宅◆省エネ改修
＝平成２0年1月1日以前から所在
する住宅で、令和4年3月31日ま
でに省エネ改修工事を施した住宅
（いずれも一定の要件に該当する
場合）
②要安全確認計画記載建築物等の
　耐震改修家屋の減額
　建築物の耐震改修の促進に関す
る法律に規定する要安全確認計画
記載建築物または要緊急安全確認
大規模建築物について、政府の補
助を受けて、令和5年3月31日ま
でに建築基準法に基づく現行の耐
震基準に適合させるよう改修工事
を行った場合、施工完了日から3
か月以内の申告により、翌年度か
ら２年間、当該家屋に係る固定資
産税額が減額されます。
 問課税課固定資産税係☎04２-
497-２04２

①耐震・バリアフリー・熱損失防
　止（省エネ）改修減額
　定められた条件を満たす耐震・
バリアフリー・熱損失防止（省エ
ネ）改修を行った家屋については、
施工完了日から3か月以内の申告
により、翌年度の当該家屋に係る
固定資産税額が減額されます（期
間内に申告ができず、特段の事情
があると認められる場合はこの限
りではありません）。
　なお、耐震改修または熱損失防
止（省エネ）改修が、長期優良住
宅の認定を受けて改修された場合
は、減額割合が拡充されています。
 対◆耐震改修＝昭和57年1月1日
以前から所在する住宅で、令和4
年3月31日までに建築基準法に基
づく現行の耐震基準に適合するよ
う改修工事を施した住宅◆バリア
フリー改修＝新築された日から
10年以上経過した住宅で、令和4

耐震・バリアフリー・熱損失防止（省エネ）改修をした
住宅をお持ちの方は固定資産税の減額の申告を

65歳以上の方へ　介護保険料の決定額を通知します

所得段階 平成30年度 平成31年度（令和元年度） 令和2年度
第1段階 27,900円 22,700円 17,400円
第2段階 43,300円 34,600円 25,800円
第3段階 51,000円 49,200円 47,500円

し、保険給付分は市に払い戻しを申請する必要があります。1年6か月
以上滞納すると、保険給付費の一部または全部が差し止められ、滞納保
険料額が差し引かれます。２年以上滞納すると、上記の措置に加え、保
険料を納めていない期間に応じて、利用者負担割合が引き上げられ、高
額介護サービス費等も受けられなくなります。
◆減免の申請はお早めに
　所得段階が第２・3段階の方で、世帯の収入額などの要件に該当した
方を対象に減免の制度があります。高齢支援課にある申請書に必要事項
を記入し、直近3か月の収入が分かるもの、預貯金の額が確認できるす
べての通帳、家賃支払額を確認できるものを添えてお申し込みください。
今年度4月に遡った減免の申請期限は令和２年7月31日㈮です。
◆新型コロナウイルス感染症の影響による減免について
　世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病（1か月以上の治
療を有すると認められたもの）を負った、または世帯の主たる生計維持
者の収入減少が見込まれる第一号被保険者（65歳以上の方）に対し、保
険料を減額する制度があります。
　減免基準や申請方法などの詳細につきましては、市ホームページでご
確認いただくか下記の電話番号へお問い合わせください。
 問高齢支援課管理係☎04２-497-２079

【受け付け（令和2年度分）】①～③
＝7月1日㈬から、④4月1日から
受け付け中 問保険年金課年金係
☎04２-497-２049
※新型コロナウイルス感染症の影
響による国民年金保険料の免除申
請（臨時特例）の申請をされた方
も改めて申請が必要です。

　保険料の免除申請や納付猶予な
どの制度があります。被保険者、
配偶者、世帯主の方の所得を確認
しますので、令和２年度市・都民
税の申告を済ませてから申請して
ください。 
 【制度の種類】①申請免除②納付
猶予（50歳未満の被保険者）③退
職特例の申請免除④学生納付特例

国民年金保険料の納付が困難な方へ

　市議会第２回定例会で議会の同
意を得て、新たな清瀬市農業委員
会委員14人が次のとおり任命さ
れました（敬称略・50音順）。
　新たな農業委員会委員の任期は
7月２0日から令和5年7月19日まで
です。

【新農業委員会委員】石井啓介、
内野悦二、金子住晴、金子廣明、
小寺正明、後藤由美子、齊藤正樹、
並木浩、西川幸広、増田武、松村
俊夫、村野和博、村野正明、横山
眞一
 問産業振興課産業振興係☎04２-
497-２05２

新しい清瀬市農業委員会委員が任命されました
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 日７月３日㈮午前10時３0分～正午
 費1,000円（清瀬市子育て・キラリ・ク
ーポン券が使えます）   持 バスタオル、ハ
ンドタオル、子どもの飲み物、お持ちの
方は授乳用ケープ 講小宮
しのぶ氏
 申 問いずれも直接窓口ま
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発酵パワー学ぶ＆造る第1回　初心者
　でもできる「ぬか床造り」
　先着14人。 日７月25日㈯午前10時～
11時 費2,000円（材料費） 講発酵ライフ
アドバイザープロフェッショナル　高田
妃出美氏   持エプロン・三角巾・布巾３枚
②ゆかたの着付講座
　大人っぽい「くるみ角出し」、粋な「片
ばさみアレンジ」の2つの帯結びと1人で
上手に着るコツを学びます。各回先着5
人。 日７月18日㈯午前9時～10時３0分、
午前11時～午後0時３0分  費800円 講飯岡
美絵氏  持浴衣・半幅帯・腰ひも2本・お
持ちの方は伊達締め1本
※同日の個人レッスンも
あります。詳しくは下記
へお問い合わせください。
 申 問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

+
雨水浸透施設設置助成制度

+
東京都育英資金奨学生の予約募集

　ニュースポーツは、だれもが、
年齢を問わずできるスポーツで
す。体力向上や健康維持・増進、
介護予防など、さまざまな分野で
注目されています。
　勝ち負けよりも「楽しみ」や「人
との交流」「健康・体力づくり」に
重点を置いた生涯スポーツです。
　当日は、ボッチャ、ドッヂビー、
フラバールなど運動が苦手な人で
も楽しくできる種目を行います。
先着３0人程度（小学生以下は保護
者同伴）
 日７月12日㈰午前の部＝午前9時
３0分～11時３0分、午後の部＝午
後1時３0分～３時３0分 場コミュニ
ティプラザひまわり 持運動でき

る服装・体育館履き・タオル・飲
み物 直 問生涯学習スポーツ課生
涯スポーツ係☎042-495-７001
※新型コロナウイルス感染症予防
対策として、換気やアルコール消
毒液の設置・用具の消毒などを行
います。
※体調がすぐれない方は参加をお
控えください。

ニュースポーツ体験

●8月15日号掲載希望の「催し物」の原稿は、
7月1日午前8時30分から15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、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

どなたでも！　

①講座「写経教室7月～9月」
　般若心経を通して「写経体」という
字体を学びます。各曜日18人。 日月
曜教室＝７月1３日・8月３日・9月７日、
木曜教室＝７月16日・8月20日・9月
10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
②講座おけいこアロマ「マスクスプレ
　ーをつくろう」
　さわやかなマスク用のアロマスプレ
ーをつくります。先着6人。 日７月15
日㈬午後2時～３時３0分 費1,500円
 講西脇直子氏
③Let’sリトミック「夏を楽しもう・1」
　季節にそった月替わりのテーマで音
楽をまじえながら楽しく遊びます。各
クラス8組。 日７月28日㈫ひよこクラ
ス（1人でお座りできるころから2歳ご
ろまで）＝午前10時～10時40分、う
さぎクラス（2歳ごろから5歳まで）＝
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
ーポン券が使えます）  持 子どもの飲み
物 講小宮しのぶ氏
④赤ちゃんとスキンシップ遊び！
　赤ちゃんへのマッサージ、読み聞か
せ、遊びなどを行います。 対2か月～
ハイハイ前の赤ちゃん。先着10組。

の催し物
清瀬けやきホール

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

詳細はこちら

詳細はこち
ら

　奨学金（勉学に必要な学資金の
一部）を希望する中学３年生が速
やかに借りることができるよう、
進学を希望している方から、あら
かじめ奨学金の貸付けを受けるこ
とができる方を候補者として登録
するものです。応募には学校の校
長の推薦が必要です。
 対都内在住で令和３年4月に高等
学校（中等教育学校後期課程及び

特別支援学校高等部を含む）また
は専修学校高等課程に進学を希望
する中学３年生【申込み方法】在籍
する中学校で「東京都育英資金貸
付申込書」を受け取り、9月11日
㈮までに必要書類を添
えて在籍する中学校
へ 申 問在籍する中学
校または教育総務課学
務係☎042-49７-25３9

+
受験生チャレンジ支援貸付

　一定所得以下の世帯に受験費用
を無利子で貸付けます。また、失
業や休職、就労形態の変更など、
やむを得ない状況で収入が著しく
減少した場合も、貸付けの対象と
なる場合があります（この場合は
12月以降の申請）。高校・大学な
どに入学後、申請により返済（償
還）が免除される場合があります。
 対都内に引き続き1年以上在住し
ている中学３年生・高校３年生ま
たはこれに準ずる方、令和2年4
月時点で20歳未満の方

【貸付内容】塾代＝上限200,000円
（家庭教師は対象外）、高校受験料
＝上限2７,400円、大学等受験料
＝上限80,000円 申 問令和３年1月
29日まで（平日午前9時～午後4
時、正午～午後1時を除く）に生
活福祉課庶務係☎042-49７-2058
へ
※事前に電話でお
問い合わせくださ
い。初回相談日に
申請はできませ
ん。

+
普通救命講習

　清瀬消防署では、心肺蘇生法や
AEDの使い方を身につける普通救
命講習を下記のとおり実施しま
す。
 日７月5日・8月2３日・9月1３日・
10月11日・11月15日・12月1３日、
令和３年1月1７日・2月14日・３月
14日いずれも日曜日午前9時～正
午 場清瀬消防署 費1,500円（テキ

スト及び人工呼吸マスク代）
 申 問直接窓口または電話で清瀬
消防署救急係☎042-491-0119へ
※事業所や自治会などで集まって
講習を実施できる場所があれば、
指導員が出張し救命講習を行うこ
とができます。また、救命講習に
はいろいろなコースがあります。
上記へお気軽にご相談ください。

　浸水被害の防止・軽減などを目
的に住宅の屋根に降った雨水を敷
地内の地下に浸透させる施設（雨
水浸透ます）を設置する方に対し
て、設置費用の一部を助成します。
 対市内に一戸建て住宅（自己の居
住用に限る）を所有し、市税を完
納している方（居住用部分がある
店舗及びアパートなどの集合住宅
などは対象外）【助成金】標準工事
費単価に設置数量を乗じて得た額
または当該工事に要した額（消費
税を除く）のうち、いずれか少な
い額（100円未満は切り捨て。上

限10万円） 問下水道課施設計画係
☎042-49７-25３2
※予算により、年度途中で終了す
る場合があります。
※助成金・市内業者の案内など、
詳しくは上記へお問い合わせくだ
さい。 

雨水浸透
ます

詳細はこちら

■ 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
第1回清瀬市子ども
・子育て会議

7月30日㈭
午前10時～ 児童センター 子育て支援課保育・幼稚

園係☎042-497-20８6
傍聴希望者は
直接会場へ。

第1回清瀬市高齢
者保健福祉計画（介
護保険事業計画）
評価策定委員会

7月22日㈬
午後3時～

市役所本庁舎
第1・2委員会
室

高齢支援課管理係
☎042-497-2079

7月都民住宅（抽選募集）
　入居を希望される方は、募集案内
をご覧いただき、郵送でお申し込み
ください。 対中堅所得者層（礼金･
仲介手数料・更新料なし）
【募集案内の配布期間】７月2日㈭～
10日㈮ 【申込み締め切り】７月15日
㈬（必着・申込みは1世帯1通のみ）
 【募集案内の配布場所・時間】市役
所1階総合案内、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け付
けで配布）、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
※詳しくは募集案内をご覧くださ

い。

シルバー人材センター会員
　入会には説明会への出席と研修会
の受講が必須です。 対市内在住で
原則として60歳以上の健康で働く
意欲がある方（就業先多数あり）
 日説明会＝７月6日㈪午後1時３0分
～、研修会＝７月1３日㈪午後1時３0
分～ 場シルバー人材センター（松山
三丁目）  問シルバー人材センター☎
042-494-090３
シルバー人材センター女性会員
　入会には説明会への出席と研修会
の受講が必須です。女性限定入会説
明会です。会員登録された方へ粗品
進呈！ 対市内在住で原則として60
歳以上の健康で働く意欲がある女性
（就業先多数あり） 日説明会＝７月9
日㈭午後1時３0分～、研修会＝７月
1３日㈪午後1時３0分～ 場シルバー人
材センター（松山三丁目）  問シルバ
ー人材センター☎042-494-090３

フラバール

【 市 民 伝 言 板 利 用 案 内 】
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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

実
施
日

内科の緊急患者 歯科
午前９時～午後５時

（受付時間は午後4時30分まで）
午後５時～
翌日の午前９時

午前９時30分
～午後５時 担当医

５
日

川辺内科クリニック
竹丘2-1-3☎042-4９6-3311

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）
☎042-4９1-８611
（正午～午後1時は
休診。受付時間は
午後4時30分まで）

島崎
医師

12
日

花園医院
松山3-５-14☎042-4９1-031５

筒井（晃）
医師

19
日

清瀬診療所
元町1-13-2７☎042-4９3-2７2７

加藤
医師

23
日

とみまつ小児科循環器クリニック
元町1-1-14☎042-4９７-34５6

石川
医師

24
日

武蔵野総合クリニック
元町1-８-30☎042-4９6-７01５

笹原
医師

26
日

中島医院
元町1-3-4５☎042-4９５-6７2７

島田
医師

7月の
※実施時間は変更となる場合があります。内科は昼の休憩時間が医療機
関によって異なるため、事前にお問い合わせください。

7月の

詳細はこちら

申問1は健康推進課母子保健係☎042-497-2077、2はNPO法人ウイズアイ
☎042-452-9765Ｍinfo＠with-ai.netへ

事業名・対象・内容など 日時 場所

1.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2年3月②平成30年12月③平成2９年6月に生まれた乳幼児とその保
護者 日①７月14日㈫②７月７日㈫③７月21日㈫

健康センタ
ー

2.赤ちゃんの身体の発達講座
療育の視点から、赤ちゃんが歩き出すまでの
健全な発達段階や発達を促すポイントをご紹
介します。

７月13日㈪午前10時～正午
コミュニティ
プラザひま
わり

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親
※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（ 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。

事業・対象・内容・日時など 所場

 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７月1８日㈯午前９時30分～・午後1時～・午後3時～（各2時間）

市
民
体
育
館

問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）

◆市（一般等寄付金）へ
　匿名様（48,439円）
　ありがとうございました。

清瀬市立科山荘年末年始の 
ご予約について

　市内在住・在勤者の方は、立科山
荘年末年始（１2月29日～令和3年１
月5日）の宿泊予約を、7月7日㈫午
前9時から電話予約のみにて受け付
けを開始します。なお、年末年始は
一部特別料金となりますのでご了承
ください。 申 問清瀬市立
科山荘☎0267-5１-2300、
☎0１20-54-8977（市内の
自宅固定電話からのみ使
用可）へ

都市計画の原案への 
公述申出と公聴会

　下記対象区域の都市計画の原案へ
の公述申出と公聴会を開催します。

【対象計画案】都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針

【対象区域】特別区・市・瑞穂町・
日の出町・大島町・八丈町・三宅村
・神津島村・新島村及び小笠原村

【公述の申出】区域内に在住か計画
案に利害関係のある方（１人１0分以
内）【公聴会の日時・場所】8月に１2
会場で開催。傍聴は当日先着１00人
程度（会場により異なります）。

【計画案の縦覧・申出書の配布】7月
１日～１5日に東京都都市整備局都市
計画課またはまちづくり課で配布。
都市整備局のホームページからもダ
ウ ン ロ ー ド 可 申 問7月１日 ～１5日

（必着）に公述申込書を〒１63-800１
東京都都市整備局都市計画課☎03-
5388-3225へ
※都市計画区域の整備、開発及び保
全の方針については縦覧期間中、ホ
ームページでも意見募集を行いま
す。
※公聴会の会場など詳
しくは東京都都市整備
局のホームページをご
覧ください。

しごとセンター多摩の就業支援
◆若者と企業の交流会in cocobunji
　中小企業の魅力や仕事のやりがい
などを理解するため、人事担当者様
と交流を行います。4社の企業が参
加予定です。 対29歳以下の方（学生
の方も参加可）。先着30人（先着予
約制） 日7月１6日㈭午前１0時～午後
4時１0分（受け付けは午前9時30分
～） 場cocobunjiプラザ（国分寺市本
町三丁目） 申 問東京しごとセンター
多摩☎042-329-45１0へ

都税事務所からのお知らせ
◆にせ都税職員にご注意ください
　都税事務所の職員を装って、個人
情報を取得したり、金銭をだまし取
ろうとする事例が発生しています。
相手の電話番号が非通知表示など、
不審に感じた場合は即答せずに必ず
一度電話を切り、下記へお問い合わ
せください。また、万が一被害にあ
われた場合はすぐに警察にご連絡く
ださい。 問東京都主税局総務部総
務課相談広報班☎03-5388-2925

預けて安心！ 
自筆証書遺言書保管制度

　7月１0日㈮から自筆証書遺言書保
管制度が始まります。
 この制度では、遺言者が自筆した
遺言書を法務省に保管することで、
紛失や隠匿などを防止したり、遺言
者が亡くなった後、相続人が遺言書
の存在を把握しやすくすることがで
きます。詳しくは法務省のホームペ
ージをご覧ください。  問東京法務
局府中支局☎042-335-4753
※制度の利用には予約が必要です

（遺言書の書き方などの相談はでき
ません）。遺言書の保管申請には手
数料（3,900円）がかかります。

【中止】清戸の獅子舞
　令和2年度の「清戸の獅子舞」は新
型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため、中止となりました。
　ご理解のほど、よろしくお願いし
ます。

　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。

三小が愛鳥奨励校に指定されました

　5月１0日、第三小学校が公益財
団法人東京猟友会から愛鳥奨励校
に指定されました。
　今年2月に三小が実施した「清瀬
の自然を守る会」の方々をゲストテ
ィーチャーに迎え、自然との関わ
り方や自然を守ろうという意識を
育てる活動などが公益財団法人東
京猟友会に認められ、指定となり
ました。

愛鳥奨励校の指定を受けた三小の
水野校長

詳細はこち
ら

　おめでとうございます。
　清瀬市教育委員会では、野鳥愛護思想の普及のため、児童の自然
環境と鳥獣に関する情緒を豊かにし、社会貢献を目指しています。

施設名 ４日㈯ 5日㈰ 問合せ

下宿地域市民センター

休館 休館

下宿地域市民センター 
☎042-4９3-4033

竹丘地域市民センター 竹丘地域市民センター
☎042-4９５-1７1７

中里地域市民センター 中里地域市民センター
☎042-4９4-７５11

野塩地域市民センター 野塩出張所 
☎042-4９3-4014

松山地域市民センター 松山出張所 
☎042-4９1-５1５3

下宿・野塩・竹丘図書館 中央図書館 
☎042-4９3-4326

下宿・野塩児童館 児童センター 
☎042-4９５-７７00

東京都知事選挙による
公共施設の臨時休館のお知らせ

　東京都知事選挙の投票所となるため、次の公共施設は臨時休館しま
す。ご迷惑おかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

詳細はこち
ら

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
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