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市制施行50周年

リマスターアート®でみる

～ 超 高 精 細 技 術 が 織 り な す 美 と 感 動 ～
「オルセー美術館印象派の名画展」

◆開催期間　10月3日㈯～25日㈰午前9時～午後5時
 （最終入場は午後4時30分）、月曜休館

◆場所　郷土博物館
◆観覧料　おとな＝500円、大学生・高校生＝300円、小・中学生＝100円

【主催】郷土博物館　【企画】株式会社アルステクネ　【協力】パナソニック株式会社

清瀬市市制施行50周年記念特別展

ピエール＝オーギュスト・ルノワール「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」 ©Ars Techne Corp. / Musée d’Orsay

絵の具の凹凸や質感も再現

印象派の傑作の
リマスターアートRが

清瀬に一堂に会します。

印象派の巨匠たちの息づかいをリマスターアート®（超高精細原寸復原画）で体感！

詳しくは2面をご覧ください
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納税に
ご協力を

■夜間納税・納税相談日9月23日㈬・24日㈭いずれも午後８時まで　　■土曜納税・納税相談日9月12日㈯午前9時～正午
■日曜納税・納税相談日9月27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

オ ル セ ー 美 術 館

【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（高齢
者や基礎疾患のある方、妊婦の方
など）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

は ち み つ チ ー ズ ジ ェ ラ ー ト
9月1日㈫から市内で販売開始

　フランス・パリ。セーヌ川を挟み、ルーヴル美術館の対岸に
建つオルセー美術館は「印象派の殿堂」として世界的にも名高
く、1900年のパリ万国博覧会開催のために建造された旧オル
セー駅を改修して1986年に開館しました。
　当時のフランス政府の威信をかけて作られたその建物は、鉄
とガラスを生かした明るい空間と華やかな装飾。それ自体が
19世紀のパリを代表する芸術作品といえます。そんな建物に
ふさわしく美術館内には19世紀半ばから第1次世界大戦までの
印象派の巨匠の名作が多数展示されています。

ルノワール、モネ、ゴッホなどの名作33作品が清瀬に

　市制施行50周年を記念して、オルセー美術館が認めた原寸復原画であるリ
マスターアート®の作品を多数展示。同美術館が誇るルノワール、モネ、ゴッホ、
ミレー、ドガなどの印象派の巨匠たちの傑作が一堂に会します。印象派の巨匠
たちの作品が間近で鑑賞できる貴重な展覧会です。

 問郷土博物館☎0４2-４93-8585

・ギャラリートーク随時開催
　会期中にはリマスターアート®の開発会社
の担当者が常駐し、本展の見どころ、展示解
説、リマスターアート®の楽しみ方などを分
かりやすく説明します。
・特設ミュージアムショップ
　ポストカード、ミニ複製画、クリアファイ
ル、一筆箋など、他では手に入りづらいグッ
ズの販売を行います。

フィンセント・ファン・ゴッホ「ローヌ川の星降る夜」 ©Ars Techne Corp. / Musée d’Orsay

関 連 イ ベ ン ト

東京清瀬市みつばちプロジェクト

　市役所産はちみつ[kiyohachi]を使
用した「はちみつチーズジェラート」
の市内での販売を9月1日から開始
します。
　10月1日に市制施行50周年を迎え
ることを記念して、株式会社高島屋
のプライベートブランド「ジェラテ
リア・パンチェーラ」が監修し、独
自開発した数量限定商品です。

【価格】398円（税込み・120ｍｌ）【販売場所】市内及び東久留米市のセブン
‐ イレブン計15店舗（清瀬市＝中清戸5丁目店・野塩1丁目店・清瀬駅
北口店・元町1丁目店・元町2丁目店・梅園2丁目店・中里5丁目店・清
瀬駅南口店・野塩４丁目店・下宿2丁目店、東久留米市＝東久留米駅北
口店・南町2丁目店・幸町４丁目店・八幡町3丁目店・中央町2丁目店） 問
総務課営繕係☎0４2-４97-18４1
※高島屋オンライン、新宿高島屋「ジェラテリア・パンチェーラ」では
はちみつチーズジェラート5個、kiyohachi（50㌘）1個のセットを発売中。

商品の開発者の方に聞きました！
ジェラートのポイントや工夫した点を教えてください！
　子どもからおとなまで幅広くお楽しみいただける、はちみつチー
ズジェラートです。ジェラートのベースミックスは、数あるチーズ
のなかから、試作を重ね、清瀬のはちみつと相性が良いチェダーチ
ーズをセレクトしました。チェダーチーズの持つコクが、はちみつ
の風味を引き立てています。
　また、清瀬のはちみつをより感じてもらえるように、ジェラート
ベースのなかに、はちみつを入れ、さらに製造の最終工程で、手作
業ではちみつをトッピングする方法を取り入れました。はちみつと
チーズが奏でる絶妙なジェラートをお楽しみください。

リマスターアート®とは
　アルステクネ社が最新のデジタル技術により制作した本物と見分けがつかな
い超高精細復原画のことです。原画のダイナミックな筆さばきや、絵の具の凸
凹感、さらに原画同様の繊細な色彩までも忠実に再現されています。

クロード・モネ「睡蓮　薔薇色のハーモニー」ジャン＝フランソワ・ミレー「落穂拾い」

エドガー・ドガ「エトワール」

清瀬市議会
第3回定例会開会

　令和2年清瀬市議会第3回定例会は、9月
2日㈬から下表のとおり開会予定です。
 問議会事務局議事係☎0４2-４97-2567

月 日 内容 時間

9

2㈬ 本会議（初日）
決算特別委員会 午前10時～

4㈮ 本会議（一般質問） 午前9時40分～7㈪
8㈫ 本会議（一般質問）

決算特別委員会（決算概要説明） 本会議終了後

10㈭
総務文教常任委員会 午前10時～
建設環境常任委員会 総務文教常任委員会終了後
議会運営委員会 建設環境常任委員会終了後

11㈮ 福祉保健常任委員会 午前10時～
16㈬ 決算特別委員会 午前9時～17㈭
28㈪ 本会議（最終日） 午前10時～
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今月の
納期

◆国民健康保険税（第3期）◆後期高齢者医療保険料（第3期）◆介護保険料（第3期）
9月30日㈬までに納めてください。

国勢調査 はじまります

子どもの健やかな成長を応援するため　新生児特別臨時給付金を支給します

【支給要件】下記２つの要件を満た
していること。①出生日が、令和
２年４月２８日から令和３年３月３1日
までの子どもを養育している世帯
②子どもの住民登録が出生日から
給付申請日まで継続して清瀬市に

◆令和２年８月３１日までに出生届
を提出した世帯＝9月中に申請書
兼請求書をお送りします。
◆9月以降に出生届を提出する世
帯＝出生届提出時にお渡しさせて
いただく申請書兼請求書に必要事

ある
【申請者】原則、対象となる子ど
もを出産した母
【支給額】対象の新生児1人につき
10万円

【申請方法】郵送で受付

項を記入して提出していただく
か、市ホームページからダウンロ
ードできる申請書を使用し提出し
てください。

【申請期限】令和３年４月３0日㈮（消
印有効）

　新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を鑑み、国の特別定額給付金の基準日の翌日である、令和２年４
月２８日以降に出生した新生児の世帯へ、子どもの健やかな成長を応援するため、対象の新生児1人につき10万
円の新生児特別臨時給付金を支給します。問総務課庶務係☎0４２-４97-1８19

10
万円

対象の新生児
１人につき

　5年に1度の日本で最も重要な統計調査「国勢調査」を、令和２年10月1日現在で実施します。「日本に
住む人や世帯」について知ることで、生活環境の改善や防災計画など、私たちの生活に欠かせないさま
ざまな施策に役立てられる大切な調査です。ご協力をよろしくお願いします。
問文書法制課統計係☎0４２-４97-２0３２

インターネット回答期間 郵送（紙の調査票）での回答期間

9月14日㈪ ～10月7日㈬ 10月1日㈭～10月7日㈬

全世帯が対象

世帯ごとに配布 身近な暮らしに活用

最も重要な調査

全16問でかんたん

回答の義務あり
　日本に住んでいるすべての人と世
帯が対象です。生まれたばかりの赤
ちゃんや外国人の方も対象に含まれ
ます。

　住所の申請地と関係なく、ふだん
住んでいるところで回答をお願いし
ます。

調査書類は調査員が 調査結果は

　統計法という法律に基づいて、5
年に1度実施される、日本で最も重
要な統計調査です。

　出生の年月や職業など世帯員に関
する設問と、住居の種類や世帯員の
数などの世帯に関する設問の16問で
す。

　法律で回答することが義務付けら
れています。回答が確認できない場
合は、再度調査票をお配りします。

　災害時に必要な物資を備えたり、
コンビニの出店計画に利用されるな
ど、私たちの生活の身近なところに
役立てられています。

国勢調査ってどんな調査？

◆調査員は身分を証明する「調査員
　証」を携帯しています。
◆証明書等を使った本人確認は行い
　ません。
◆パスポートや在留カード、就学ビ
　ザは必要ありません。
◆個人番号（マイナンバー）は必要あ
　りません。
◆運転免許証、健康保険証、登記事
　項証明書は必要ありません。
◆金融機関の通帳や、カードは必要
　ありません。
◆特別定額給付金（10万円）とは関
　係ありません。
◆還付金や報酬のほか、金銭のやり
　取りはありません。

国勢調査を装った
詐欺や不審な調査に

ご注意ください。

国勢調査に
ついて（市ホ
ームページ）

国勢調査
２0２0 総
合サイト

新型コロナウイルス感染防止に関するお知らせ

　新型コロナウイルス感染防止のため、
調査書類の配布を、できる限り世帯の皆
さんと調査員が対面しない非接触の方法
で行うようにしています。具体的には次
のとおりです。
①調査員がインターホン越しに「世帯　
の人数」などを伺います。

　上記の提出方法が難しい場合は、調査員が直接回収します。調査員回収をご希望の方は、調査
書類配布時に調査員へ伝えるか、文書法制課統計係☎0４２-４97-２0３２にお問い合わせください。

※調査員は9月上旬より市内をまわり、調査地域の確認をしています。

②その後、郵便受けなどに調査書類を配
布します。
※ご不在の場合も、郵便受けなどに調査
　書類を配布します。
※配布する調査書類に個人情報は記載さ
　れておりません。

9月14日ごろから調査票を配布します

皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします

国勢調査のご回答は、できる限り
「インターネット」または「郵送」でお願いします

が
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　新型コロナウイルス感染防止
のため、さまざまな成分の除菌
・消毒をうたう商品が販売され
ています。なかには手指の消毒
には適してないものが手指に使
えるかのように表示されている
商品もあります。除菌や、消毒
をうたう液状の商品について、
主に含まれている成分の特徴を
紹介します。
◆除菌…一般的に科学的・物理
的に微生物を取り除くこと。そ
の対象や程度は公的には定めら
れていない。
◆消毒…一般的に有害な微生物
を除去、死滅、無害化すること。

（手指の消毒については医薬品や
医薬部外品の効能効果にあたる
ため、これらにしか使えない用
語）

【アルコール類】
・エタノール…除菌剤などに含
まれる最も一般的な成分です。
消毒には新型コロナウイルスに
対しては70㌫濃度が推奨されて
いますが、入手が困難な場合は、
60㌫台の使用も差し支えないと
されています。
・イソプロパノール…医薬品の
消毒剤の有効成分で、50～70㌫
の濃度で使用されますが、新型
コロナウイルスに対しエタノー

ルと同様の効果があるとされて
います。
・メタノール…人体への毒性が
高いので、手指の消毒用には絶
対に使用してはいけません。

【次亜塩素酸水】
  有効塩素濃度35ppm以上のもの
は新型コロナウィルスの消毒に
対して有効とされました。

【次亜塩素酸ナトリウム】
  家庭用の塩素系漂白剤の成分で
す。肌が荒れることがあるため
手指の消毒には適していません。
また、噴霧をすると吸い込んだ
り、目に入ったりして健康に害
を及ぼす可能性があります。使
用する場合には水で薄めて換気
をしましょう。
※手指のウイルス除去は流水と
石けんを使用した丁寧な手洗い
が有効です。
問消費生活センター☎042-495-
6212（相談専用）

　昭和41年撮影「清瀬町役場」バ
ス停の様子です。バスが停まって
いるのは、現在の市役所通りです。
バスは日産のUG690という大型
ボンネットバス。西武バスの60
周年誌では、「バス黄金時代の花
形車両」の一つとして紹介されて
います。
　バスの正面には「清瀬駅－清瀬
役場」と手書きで書かれています。
この路線は昭和41年に新設され
たもので、清瀬駅を出て、小金井
街道から現在の柳瀬川通りを通
り、町役場に着くと折り返し、清

第12回　中里
清瀬町役場の
バス停

瀬駅へと向かうものでした。
　写真は、清瀬駅行のバス停。写
真右側に清瀬小学校が、左側に町
役場があります。
　当時の町報に掲載された時刻表
によれば、町役場発清瀬駅行は、
平日の始発は6時10分、最終は22
時40分。1日31本となかなかの本
数です。料金は全区間15円。同
じ町報には、町役場から志木街道
への道を整備し、バスを町役場で
の折り返しから、清瀬駅・町役場
の循環にする予定であることが記
されています。

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
除菌？ 消毒？

新型コロナウイルスに
効果はあるの？

費生活相談の
現場から

消

◆正規職員
◎一般事務（若干名）

【資格】昭和60年4月2日から平成5
年4月1日までに生まれた方で、
民間企業などにおける職務経験が
3年以上継続してある方

【試験日】9月26日㈯（書類選考合
格者を対象に筆記試験を実施）

【募集要項配布】市ホームページ
から入手、または9月1日㈫から9

月10日㈭午前8時30分～午後5時
（土・日曜日を除く）に職員課で
配布
 申9月1日から9月10日（必着）ま
でに、〒204-8511　東京都清瀬
市中里五丁目842番地　
清瀬市役所2階職員課宛
に郵送で提出
問職員課職員係☎042-
497-1843へ

令和２年度採用予定

清 瀬 市 職 員 募 集（ 経 験 者 採 用 ）

詳しくは
こちら

◆鳥獣被害からごみを守るために
　カラスは嗅覚ではなく、視覚で
エサとなるごみを識別しているた
め、容器に入れたり生ごみを新聞
紙などで包んだりして外側から見
えなくするとカラスからの被害を
防ぐことができます。
　また、同じ高さで飛び続けるこ
とができないため、フックなどを
利用し自宅のフェンスや塀などか

ら吊り下げることでも被害を防ぐ
ことができます。目安としては地
上から50㌢以上の高さにぶら下
げると効果があります。
　対策に必要な収納ボックス、ポ
リバケツ、ネット、吊り下げ用フ
ックなどは、各ご家庭で用途に応
じてご用意ください（戸別住宅の
み）。 問ごみ減量推進課ごみ減量
推進係☎042-493-3750

令和２年10月より戸別収集が実施されます

　 土曜窓口閉庁及びマイナンバーカードによる
コンビニ交付休止のお知らせ

　システム入れ替えに伴うメンテ
ナンスのため、9月19日の土曜窓
口を終日閉庁します。
　また、9月23日㈬から10月4日
㈰は、終日システムメンテナンス
のためマイナンバーカードによる

証明書などのコンビニ交付はご利
用できません。
　大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご協力をお願いいたしま
す。
問市民課住民係☎042-497-2037

　市では敬老の日に際し、長寿
を祝うとともに長年にわたる社
会的貢献に感謝するため、敬老
祝金を支給しています。令和2年
度は新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、訪問による支
給を取りやめ、口座振込みによ
る支給とさせていただきます。
　対象の方にはすでにご案内し
ていますので、忘れずに申請を

してください。
対8月1日現在、市内に住民登録
があり令和2年12月31日時点で
満88歳（昭和7年生まれ）、満99
歳（大正10年生まれ）、満100歳
以上（大正9年以前生まれ）の方

【支給額】満88歳＝5,000円、満
99歳・満101歳以上＝10,000円、
満100歳＝30,000円 問高齢支援
課高齢福祉係☎042-497-2081

　例年9月中旬～下旬に行ってい
た敬老大会は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、令和2
年度は中止とさせていただきま

す。 ご理解のほどよろしくお願
いします。 
問高齢支援課高齢福祉係☎042-
497-2081

自宅のフェ
ンスや塀に、
地上から50
㌢以上の高
さにぶら下
げる。

新 聞 紙 な ど
で な か が 見
え な い よ う
にする。

敬老祝金について

敬老大会について
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胃・大腸がん検診（後期募集）

　胃・大腸がん検診を同日に行う
ことができる検診です。胃がん検
診は、バリウムを飲みエックス線
撮影を行います。大腸がん検診は、
便潜血反応検査を行います（採便
容器に２日分の便を採取し、提出
していただきます）。 対市に住民
登録のある40歳以上（昭和56年３
月３１日以前生まれ）の方。申込み
多数の場合抽選 日１１月１２日㈭・
１6日 ㈪・２7日 ㈮、１２月7日 ㈪・
１0日㈭・１4日㈪いずれも午前の
み 費胃がん検診１,000円・大腸が
ん検診500円 場健康センター

 申 問9月１日から１１日（当日消印
有効）までに、はがき（記入例参
照）、電子申請、または直接健康
推進課窓口へ 問健康推進課健康
推進係☎04２-497-２075
※申込結果は１0月上旬郵送予定。
※50歳以上（昭和46年３月３１日以
前生まれ）の方は無料。また、生
活保護世帯、中国残留邦人等支援
給付対象者は生活福祉課で発行す
る証明書を、住民税非課税世帯の
方は健康推進課で発行する「がん
検診自己負担金無料券」を提出す
れば無料。

胃・大腸がん検診申込み

①住所
②氏名（ふりがな）
③電話番号
④生年月日
⑤希望する検診の種類（胃が
　ん検診のみ、大腸がん検
　診のみ、胃・大腸がん検
　診両方）
⑥希望する検診日（第３希望
　日まで）

　　　〒２04-85１１

清瀬市健康福祉部
健康推進課

6３

詳しくはこちら

　新型コロナウイルス感染症の影響により、市報5月１日号で延
期をお知らせしていた胃・大腸がん検診（前期募集）は中止いた
しました。なお、中止した前期募集分の実施日は、中期募集及び
今回の後期募集の実施日に組み込むこととし、年間の実施日数は
変わりません。

COLUMN 胃がん・大腸がん検診を受けに行こう！

複十字病院 副院長
（消化器外科）

生形之男氏

　日本では１年間に約１00万人の方が、
がんと診断され、約３8万人の方が、が
んで亡くなっています。がんの罹患率の
第１位が大腸がんで第２位が胃がんです。
それにも関わらず東京の胃がん、大腸が
んの検診受診率は40㌫程度にすぎませ
ん。
　よく、「うちの家系にはがんはいない
から大丈夫」という方がいますが、家族

性のあるがんは大腸がんでは３0㌫、胃
がんでは１0㌫程度です。
　どんながんでも、自覚症状が出た時は
進行していることが多く、早期発見が重
要です。
　例えば、大腸がんの初期のステージ１
であれば5年生存率97㌫ですが、ステー
ジ4では２0㌫まで悪化します。同じ大腸
がんでも、発見時期でこれほど生存率が

変わってきます。また、進行すればする
ほど、抗がん剤治療など経済的負担も大
きくなります。
　日本人の２人に１人が、がんになると
言われています。がんにならない完全な
予防法は現時点ではありません。早期発
見すれば、がんは完治できる時代です。
毎年、検診をきちんと受けて早期発見、
早期治療に努めてください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため可能な限り、電子申請

かはがきにてお申込みください。電話での申込みはできません。

乳がん・子宮がん検診（後期募集）

◆乳がん検診（後期）
対市に住民登録のある40歳以上
の女性（昭和56年３月３１日以前生
まれ）で、昨年度市の乳がん検診
を受けていない方（検診は２年に１
度）。先着700人

【検診期間】１0月１日㈭～令和３年１
月３0日㈯ 場織本病院（旭が丘一丁
目）・複十字病院（松山三丁目）・
武蔵野総合クリニック（元町一丁
目） 費２,000円
※令和２年4月２0日時点で40歳（昭
和54年4月２日～昭和55年4月１日
生まれ）の方には、6月にクーポ
ン券が個人通知済みですので、申
込みの必要はありません。
※クーポン対象の方で、令和２年
4月２１日以降に転入された方は、
お問い合わせください。

◆子宮がん検診（後期）
対市に住民登録のある２0歳以上
の女性（平成１３年３月３１日以前生
まれ）で、昨年度市の子宮がん検
診を受けていない方（検診は２年
に１度）。先着600人

【検診期間】１0月１日㈭～令和３年１
月３0日㈯
 場公立昭和病院（小平市花小金井
八丁目）・宇都宮レディースクリ
ニック（元町一丁目） 費頸がん検
診１,000円、体がん検診（条件あ
り）１,000円
 申 問乳がん検診・子宮がん検診
いずれも9月１日～9月１１日に、電
子申請・はがき（記入例参照）、
または直接健康推進課窓口へ
 問健康推進課健康推進係☎04２-
497-２075

※いずれの検診も、令和２年度よ
り検診期間を「前期」「後期」に分
けています。「前期」に申込みさ
れた方で9月末までに受診できな
い方は、「後期」で再申込みが必
要となります。
※いずれの検診も、50歳以上の
方（昭和46年３月３１日以前生まれ）
は無料です。また、世帯全員が住
民税非課税の方、生活保護世帯、
中国残留邦人等支援給付対象者
は、その証明書を提出すれば費用
負担はありません。世帯全員が住
民税非課税の方は、健康推進課へ
申請していただければ、「がん検
診自己負担金無料券」を発行しま
す。

乳がん検診について詳
しくはこちら（市ホー
ムページ）

子宮がん検診について
詳しくはこちら（市ホ
ームページ）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り電子申請か

はがきにてお申込みください。電話での申込みはできません。

乳がん・子宮がん検診申込み

はがき記入例
（普通はがきでお申込みください）

１. 住所
２. 氏名（ふりがな）
３. 生年月日
4. 電話番号
5. 希望する検診・医療機関を
　下記からお選びいただき、
　ご記入ください。、

【乳がん検診】
　１. 織本病院　
　２. 複十字病院
　３. 武蔵野総合クリニック

【子宮がん検診】
　１. 公立昭和病院
　２. 宇都宮レディースクリニック

はがきのあて先には、「〒204-8511　
清瀬市健康福祉部健康推進課　行」と
ご記入ください。（当日消印有効）

　市制施行50周年を記念し、清
瀬市公式Instagram（インスタグラ
ム）では、皆さんからの投稿を募
集しています。清瀬の良いところ、
もっと知ってほしいことなどをど
んどん投稿し、清瀬の「素敵」を
コレクションしていきましょう！
　投稿された写真は、市ホームペ

ージで紹介する予定です。【投稿
方法】写真に「#清瀬コレクショ
ン」と「@city_kiyose」をつけて投
稿してください 問秘書広報課広
報広聴係☎04２-497-１808
※写真の投稿などにはルールがあ
ります。運用ポリシーは、市ホー
ムページを参照してください。

「清瀬応援チケット」を配布します
　市では、新型コロナウイルス感
染症の影響で売上が減少している
市内の中小・小規模事業者や子育
て世帯を応援するため、１8歳以下
の子どもがいる世帯の世帯主宛
に、子ども１人につき5,000円分

（500円券×１0枚）の市内の事業所
で利用できる「清瀬応援チケット」

（食事・商品共通券）を配布します。
利用できる店舗はチケット同封の
一覧及び市ホームページからご確

認ください。 対１8歳以下の清瀬市
民で、次の条件を満たしている方。

（１）令和２年4月２7日時点で１8歳以
下（平成１３年4月２8日以降、令和２
年4月２7日までに生まれた方）。（２）
令和２年4月２7日時点で清瀬市の
住民基本台帳に登録されているこ
と。【入手方法】対象世帯の世帯主
宛に9月6日から順次、簡易書留で
郵送（申請は不要） 問産業振興課
産業振興係☎04２-497-２05２

「＃清瀬コレクション」をつけて、
清瀬の良いところ、知ってほしいことを
Instagram に投稿しよう！！

清瀬市公式 Instagram ×市制施行 50 周年記念企画
詳しくはこ
ちら（市ホ
ー ム ペ ー
ジ）

はがき記入例（普通はがきでお申込みください）

胃・大腸がん検診
申込担当　行



令和2年（2020年）9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。

特別電話相談を行います

窓口名称 特別相談期間 通常相談 問合せ
有終支援いのちの
山彦電話

―傾聴電話―

9月1日㈫～30日㈬の
毎週火・水・金・土・日曜日
及び祝日各日正午～午後8時

毎週火・水・金・土曜日
各日正午～午後8時

NPO法人有終支援いのちの山彦電話
☎03-3842-5311（※1）

自殺予防
いのちの電話

9月10日㈭午前8時～
11日㈮午前8時 毎日午前8時～午後10時

一般社団法人日本いのちの電話連盟
特別相談は☎0120-783-556
通常相談は☎03-3264-4343

東京都自殺相談ダイ
ヤル～こころといの
ちのほっとライン～

9月23日㈬～27日㈰
各日24時間

毎日午後2時～翌午前5時30
分

東京都（NPO法人メンタルケア協議会）
☎0570-087478（※1・2）

NPO法人国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター【通常相談】
毎日午後8時～翌午前2時30分（火曜日は午後5時～、月・土曜日は午後10時30分～）☎03-5286-9090（※1）
自死遺族相談
ダイヤル

9月7日㈪～10日㈭
各日午前11時～午後7時

毎週木・日曜日各日午前11
時～午後7時

NPO法人全国自死遺族総合支援セン
ター☎03-3261-4350（※1）

自死遺族傾聴電話 9月15日㈫～19日㈯
各日正午～午後4時

毎週木・土曜日正午～午後4
時

NPO法人グリーフケア・サポートプラ
ザ☎03-3796-5453（※1）

　東京都では、毎年9月と3月を自殺対策強化月間に位置付け、「自殺防止！東京キャンペーン」
を実施しています。新型コロナウイルス感染症による経済活動や社会生活への影響の拡大に伴い、
自殺リスクの高まりが懸念されていることから、特別電話相談の実施や、学生向けの講演会など
を開催します。ぜひ、ご活用ください。
 問健康推進課成人保健係☎042-497-2076 「メンタルヘルス・ファーストエイド講習～

身近な人のこころの不調に気づいたら？～」
　「メンタルヘルス・ファーストエイド」は、
メンタルヘルスの問題を抱える人に対して、
専門家に相談するまでの間に、側にいる身近
な人が行う「こころの応急処置」のプログラ
ムです。特に、医療・保健・福祉・法律・教
育等の「人を支える仕事」を志す学生にとっ
て有意義なプログラムです。
 対都内に在住または在学の学生。先着100
人 日10月3日㈯午後1時30分～4時 講東京薬
科大学客員教授　齋藤百枝美氏 申 問9月18日
㈮午後5時までにメールの件名に「こころと
いのちの講演会」、本文に氏名・電話番号・
メールアドレス・所属（学校名・団体名・市
区町村名など）を記入し、東京都福祉保健局
健康推進課 ＭS0000289@section.metro.tok
yo.jpへ 問東京都福祉保健局健康推進課☎03-
5320-4310 
※詳細は上記へお問い合
わせいただくか、東京都
福祉保健局のホームペー
ジをご覧ください。

学生向けこころといのちの講演会
（オンライン開催）

◆LINE相談
 【アカウント名】相談ほっとLINE＠東京 （東京都福祉保健局公式LINEアカ
ウント）【期間】令和3年3月31日㈬までの各日午後3時～10時（受け付け
は午後9時30分）

9月は東京都自殺対策予防強化月間です～東京キャンペーン～

※2　携帯電話の無料通話やかけ放題プランなどの対象外です。

◆「食塩」を摂りすぎていません
　か？
　1日の食塩摂取目標量は男性7.5
㌘未満、女性6.5㌘未満ですが、
都民の平均摂取量は男性10.5㌘、
女性8.8㌘となっています。食塩
の摂りすぎは高血圧などにつなが
ります。日ごろの食事や料理の際
に調味料の使用量を減らすなど、
減塩を心がけましょう！
◆充分に「野菜」を食べています
　か？
　1日に摂るべき野菜の量は350
㌘以上ですが、目標を達成してい
る都民は約3割の状況です。野菜
には、ビタミンやミネラル、食物
繊維などの栄養素が多く含まれて

9月は東京都食生活改善普及運動月間
おり、糖尿病や高血圧などの生活
習慣病予防に効果があることが報
告されています。
　東京都では1食あたり120㌘以
上(350㌘の約1/3)の野菜を食べる
ことができるメニューを提供する
「野菜メニュー店」の利用を推奨
しています。健康的な食生活に欠
かせない野菜の摂取量アップのた
め、外食の際は「野菜メニュー店」
にぜひお立ち寄りください。
　野菜メニュー店の情報は、多摩
小平保健所のホームページに掲載
しています。
 問多摩小平保健所生活環境安全
課保健栄養担当☎042-450-3111

新型コロナウイルス感染症対策事業
「清瀬市中小企業等応援給付金」のご案内

9月１日からマイナポイントの付与が始まります
　9月1日より、消費税率の引上
げに伴う消費活性化策として、「マ
イナポイント」事業が実施されま
す。申込みをしたキャッシュレス
決済(一部の電子マネー、交通系
ICカードなど)での買い物やチャ
ージによって、1人当たり最大で
5,000円分のマイナポイントが付
与されます。
　マイナポイント申込みがお済み
の方は、令和２年９月１日から翌年
３月３１日の間のお支払いに対し
て、マイナポイントが付与されま
す。
　市内の対応店舗で、お買い物す
る際にご活用ください。
　まだマイナポイント予約・申込

　清瀬市と清瀬商工会が連携し、
新型コロナウイルス感染拡大の影
響を受けているが国の「持続化給
付金」の対象とならなかった中小
企業者や個人事業者に事業継続の
下支えとするための応援金20万
円を給付します。
◆対象事業者

【共通条件】①清瀬市内に主たる
事業所がある中小企業者及びフリ
ーランスを含む個人事業者②申請
日時点で国の「持続化給付金」を
申請しておらず、交付対象ではな
いこと③今後も事業を継続する意
思を有していること

【個別条件】①令和元年8月以前に
創業された事業者＝令和2年1月
から令和2年12月までの任意の月
と前年同月比で売上高が、10パーセント
以上50パーセント未満減少した月が1か月
間あること②令和元年9月から令
和元年12月に創業された事業者
＝令和2年1月から令和2年12月ま
での任意の月とその月を含む連続
する3か月の平均売上高を比較し
て10パーセント以上50パーセント未満減少してい
ること③令和2年1月から令和2年
3月に創業した事業者＝令和2年1
月から令和2年12月の任意の月の
売上高と、創業月から令和2年3
月の平均売上高と比較して10パーセント
以上50パーセント未満減少していること
④令和2年4月1日から令和2年5月
31日までに創業された事業者＝
創業者支援として、売上高の増減
に関わらず対象
※創業日が月の初日でない場合、
創業日に属する月の翌月を創業日

みを行っていない方は、総務省の
「マイナポイントの予約・申込み
方法」のページ（下記ＱＲコード参
照、検索エンジンから「マイナポ
イント事業」での検索も可）や、
市報7月1日号5面などを参考にし
て、お申し込みください。
 問情報政策課情報推進係☎042-
497-1845、国のマイナンバー総
合フリーダイヤル☎0120-95-
0178（音声ガイダンスに従って5
をダイヤル）

詳細はこちら

こころのＳＯＳサインに気づいたときは、早めの相談が大切です

　つらいと感じたときや、身近に心配な方がいる場合にも、下記の相談窓口を伝えるなどしてみ
ましょう。特別相談期間外にも通常相談を行っています。

※1　通話料・通信料がかかります

とみなして、個別条件②から④を
適用することができます。
◆給付額　20万円（1事業者あた
り1回）
◆必要書類（申請書などは9月1日
から市及び清瀬商工会のホームペ
ージからダウンロード可）

【法人・個人事業者共通】①申請
書②誓約書③口座振替依頼書④対
象月の売上が分かる書類（売上台
帳、帳簿、試算表の写しなど）⑤
振込口座が分かる書類（会社名義
〈法人〉または事業者名義〈個人〉
の通帳のうち、振込口座が分かる
ページの写し）⑥チェックリスト
⑦委任状（代理申請の場合）　
 【法人事業者追加書類】履歴事項
全部証明書の写し（法務局の証明
印があり、3か月以内に取得した
もの）・直近の確定申告書の写し
（確定申告書別表一の写し、法人
事業概況説明書両面の写し）

【個人事業者追加書類】開業届の
写し（個別条件②・③・④に該当
する場合）・直近の確定申告書の
写し（確定申告書第一表の写し、
青色申告の方は青色申告決算書一
式の写し、白色申告の方は収支内
訳書一式の写し）
◆申請方法
 申 新型コロナウイルス感染症予
防対策のため、9月1日㈫から令
和3年1月15日㈮（消印有効）まで
に簡易書留などの郵送で〒204-
0022　清瀬市松山2-6-23　清瀬
商工会へ 問清瀬商工会☎042-
491-6648、産業振興課産業振興
係☎042-497-2052

LINE相談の詳細
はこちら

⑤楽しくなさそう男性



7市報令和2年（2020年）9月1日号 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

ン。 対40歳以上の初心者、未経験の方。
各コース先着4人。 日水曜コース＝10
月7日から11月25日までの毎週午前11
時～午後0時35分、金曜コース＝10月
9日から11月27日までの毎週午前10時
～11時35分（いずれも計8回） 費9,600
円（1クール8回分） 講佐藤氏   持テニス
シューズ（スニーカー可、スパイク付
きのものは不可）、テニスラケット（レ
ンタル有。1回100円）、運動できる服
装、飲み物、タオル、ストレッチマッ
ト
②コミプラスポーツ教室
　10月より新規教室を開講します。
詳細は次号でお知らせします。
◆ヨガ教室
　腹式呼吸と、全身の筋肉をしっかり 
動かす動作によるストレッチを融合さ
せた身体技法。体が硬いからヨガはで
きないと思っている方、 1人1人に目の
行き届く指導を心掛けます 。身体の
ゆがみ・くせを直し、 自然治癒力を高
め、慢性的な症状の緩和や自律神経を
整える効果が期待されます。
◆太極舞教室
　太極拳や中国舞踊、気功、カンフー
などの動きを採り入れた、台湾発のア
ジアン・フィットネスダンスです。女
子十二楽坊などの曲でゆったりしなや
かに踊りつつ、体幹を鍛えていきます。
ローインパクトなので、シニアの方、
激しい運動はちょっと･･という方でも
十分楽しめます。筋力トレーニング、
ストレッチ効果などが期待されます。
 申 問①は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
※現在、コロナウィルス
感染拡大防止のため、体
温チェックや健康チェッ
クを行っており、体調不
良の方受講はお控えいた
だています。

+
児童手当・特例給付現況届を未提出の方へ

●10月15日号掲載希望の「催し物」の原稿は、
9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。
◦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

①そうだじゅげむきこう
　今月のじゅげむは大ホールで開催で
す。 日9月26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】春風亭正太
郎（独演会）、春風亭与いち
②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8組。
 日9月4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
③Let’sリトミック
　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
クラス先着8組。 日9月29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
 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【初心者向け】スローテニス教室（テ
　ニス＋アフターストレッチ）
　体に優しいテニスで、楽しみながら
無理なく健康な体を作り上げましょう
！　少人数制プチプライベートレッス

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

　令和2年5月29日付で送付した
「令和2年度児童手当・特例給付
現況届」について、まだ現況届の
提出がお済みでない方及び添付書
類に不足がある方は、下記期日ま
でにご提出をお願いします。

【提出期日】9月11日㈮（必着）
　ご提出いただけない場合、10
月の定例支給（6月分から9月分ま
での手当）を支給日（令和2年10月

15日㈭）に受けることができなく
なります（期日以降に提出された
場合は審査が終了次第、11月以
降に順次手当てを支給します）。
 問子育て支援課助成係☎042-
497-2088
※現況届や添付書類が未提出のま
ま2年経過すると、時効により児
童手当の受給権が消滅しますの
で、ご注意ください。

【 市 民 伝 言 板 利 用 案 内 】

+
就学時健康診断

　対象世帯には、9月中にお
知らせを送付予定です。
　届かない場合は下記へご連
絡ください。
 対令和3年4月に小学校へ入

学校名 検診日
七小 11月18日㈬
八小 11月12日㈭
十小 10月22日㈭
清明小 11月27日㈮

学校名 検診日
清小 10月20日㈫
芝小 10月29日㈭
三小 10月26日㈪
四小 10月21日㈬
六小 11月5日㈭

学する児童（平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ）
 問教育総務課学務係☎042-497-2539

「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン」特別相談会

　高齢者の悪質商法被害が後を絶
ちません。高齢者の方への注意喚
起と相談の呼びかけ、周囲の方々
へ見守りの大切さを知っていただ
く取り組みを市民の皆さんに呼び
かけます。期間中、リーフレット
の配布や特別電話相談を実施しま

す。お気軽にご相談ください。
 対契約当事者が市内在住・在勤
の60歳以上の方 日9月14日㈪から
16日㈬までの午前10時～午後4時
（正午～午後1時を除く） 場 直 問電
話または直接消費生活センター☎
042-495-6212へ

世界アルツハイマーデー

◆オールきよせで認知症を考える
　9月21日は「世界アルツハイマー
デー」、9月は「世界アルツハイマ
ー月間」です。
　認知症は誰でも起こりうる疾患
です。認知症の方やその家族が安
心して住みなれた地域で暮らして
いけるように、認知症への理解を

深めましょう。
 【清瀬市での取り組み】啓発ポスタ
ーの掲示、普及啓発グッズの配布、
認知症サポーター養成講座受講済
みの職員のオレンジリング装着
 問地域包括ケア推進課地域包括支
援センター☎042-497-2082

9月9日は救急の日
9月6日から12日までは救急医療週間です

◆救急業務に対する正しい理解と知識を深めましょう
「まず行動　救える命　あなたから」

令和2年度東京消防庁救急標語（作者：岡本純一さん・府中市在勤）

◆病院?  救急車?  迷ったときは…
　救急相談センター
（＃7119）または東京
版救急受診ガイドを
ご利用ください。
◆応急手当の知識を身につけまし
　ょう
　救急隊到着前に応急手当を行う
ことで救われる命が確実に増えて
います。自信がなくても、119番
通報をすることにより、救急隊な
どから心停止の判断や胸骨圧迫な
どの応急手当の口頭指導を受けら
れます。

◆救急車の適正利用をお願いしま
　す
　緊急性がない場合に救急車を利
用すると、本当に救急車を必要と
する傷病者の救護の遅れにつなが
る可能性があります。救急隊は明
らかに緊急性がないと判断した場
合は、自力受診を促す救急搬送ト
リアージを実施しています。自力
受診する場合に医療機関などへ行
く手段がないときは、東京民間救
急コールセンター☎0570-039-099
をご利用ください。
 問清瀬消防署☎042-491-0119

　近隣の3市（清瀬市、東久留米
市、西東京市）で起業を目指す、
起業している女性たちが出展する
フェスタを開催します。 
 対女性が事業活動の主体で、3市
で事業活動し、活動の拠点を置い
ている団体または個人  日令和3年
2月13日㈯午前11時～午後4時

【出展方法】ブース出展＝物販・
サービスの紹介・飲食（テイクア
ウトのみ）など。ブース内でのワ
ークショップ可（ブース台のサイ
ズ　180センチ×45センチ予定）、ワーク
ショップ出展＝（50分程度　3～5

人向けプログラム） 申 問9月1日か
ら30日（午後5時必着）までに郵送
または直接窓口で市内各公共施設
に設置してある出展申込書（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、商品や
サービスのイメージが分かる写真
・必要書類（営業許可書、資格書
の写しなど）を添えて男女共同参
画センター☎042-495-7002へ（書
類選考のうえ出展者を決定しま
す）
※出展者のフェスタ当日の保育あ
り（無料・出展申込み時に要予約）。

女性起業応援事業2020

キヨセdeフェスタ　出展者募集

大型映像「富士の星暦　日本最高峰を知る」
　世界遺産となった日本人の心のふるさと富士山が、四季の星空とと
もにドームいっぱいに広がります。3年間にわたって撮り続けた絶景
をお楽しみください。各回先着94人（新型コロナウイルス感染拡大防

多摩六都科学館の催し物 多摩六都
科学館ホ
ームページ

止のため変動の可能性があり。当日インフォメー
ションにて観覧券を販売します）。
 日9月30日㈬までの各日午後2時30分～（40分
間） 費観覧付き入館券おとな1,040円、4歳～高校
生420円 直 問多摩六都科学館☎042-469-6100
※小学2年生以下は、保護者と観覧してください。
※9月の休館日：1日㈫～4日㈮、7日㈪、14日㈪、
23日㈬、28日㈪

東京版救急
受診ガイド
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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

6
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）
☎042-4９1-８611
（正午～午後1時は
休診。受付時間は
午後4時30分まで）

福田
医師

13
日

廣橋小児科・内科医院
元町1-５-3☎042-4９3-7400

松木
医師

20
日

宮本医院
松山1-42-6☎042-4９1-0５47

水上
医師

21
日

花園医院
松山3-５-14☎042-4９1-031５

大西
医師

22
日

清瀬リハビリテーション病院
竹丘3-3-33☎042-4９3-6111

加藤
医師

27
日

川辺内科クリニック
竹丘2-1-3☎042-4９6-3311

肥後
医師

9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。

9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  ②３歳児
 対①令和2年５月②平成2９年８月に生まれた乳幼児とその保護者 日①９月８日
㈫②９月1５日㈫
※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。

健康センタ
ー

2.CSP（コモンセンスペアレンティング）体験
版
子育てに困った！　共有しながら褒めて育む
効果的な子育てを練習しましょう！

10月1９日㈪午前９時4５分～午
後0時1５分（午前９時30分から
受け付け）

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。

◆市（緑地保全基金）へ
　学校法人　明治薬科大学様
（200,000円）、酒井様（10,000円）
◆市（まちづくり応援寄附金）へ
　古澤浩様（20,000円）
◆市（一般等寄付金）へ
　舶用会様（13,585円）
　ありがとうございました。

排水設備工事責任技術者 
資格認定共通試験

 日12月20日㈰午前10時～正午 場青
山学院大学（渋谷区渋谷四丁目）

【受験手数料】6,000円
【受験申込書】9月25日㈮～10月30
日㈮に下水道課で配布 問下水道課
施設計画係☎042-497-2532

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9月23日㈬午前10時～正午 場コ
ミュニティプラザひまわり 申 問き
よせ権利擁護センターあいねっと☎
042-495-5573へ

しごとセンター多摩の就業支援
◆全年齢対象「地域就職面接会」
　当日は20社程度(各部10社程度)の
企業が参加予定です。各部予約申込
先着30人程度。 日9月11日㈮第1部
＝午前10時～正午（受付時間：午前
9時30分～11時）、第2部＝午後2時
～4時（受付時間：午後1時30分～3
時） 場多摩職業能力開発センター
（昭島市東町三丁目） 申 問8月25日午
前9時から東京しごとセンター多摩
☎042-329-4524へ
※履歴書は面接を希望する企業の数
だけご持参ください。

多重債務110番
　無料の特別相談「多重債務110番」
を行います。 対市内在住・在勤の
方 日9月7日㈪・8日㈫午前10時～午
後4時（正午～午後1時を除く）

【相談方法・問合せ】直接窓口また
は電話で消費生活センター☎042-
495-6212
※期間外もお気軽にご相談ください。

都税事務所からのお知らせ
　災害等により甚大な被害を受けた
方に対して、一度課税された税金の

乳児（6か月から7か月児、9か月児から10か月児）
健康診査の受診期間を延長します

　新型コロナウイルス感染症によ
る現在の社会状況を鑑み、下記の
とおり受診期間を延長します。

【変更後の受診期間】6か月から7
か月児健康診査＝9か月未満、9
か月から10か月児健康診査＝1歳

未満【延長期間】令和3年3月31日
まで 問健康推進課母子保健係☎
042-497-2077
※期間を延長しての受診は市内医
療機関に限ります。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

郷土博物館からのお知らせ
①先人の知恵に学ぶ！　「うどん作り講習会」
　清瀬古来のもてなし料理であるうどんの作り方を学び、打った生うど
んを持ち帰ります。先着12人。
 日9月17日㈭午前9時30分～正午 費300円（材料代） 講郷土博物館職員
 持エプロン、三角巾、タオル 
②第1回歴史講座「清瀬の富士講ー清瀬から富士を目指した人々ー」
　清瀬の歴史を紹介する歴史講座の第1回は、都内に現存する富士講の
1つである丸嘉講武州田無組中里講社の歴史を紹介します。中里の富士
塚で行われる火の花祭は、実は富士講に関わる祭事です。先着25人。
 日9月19日㈯午後1時30分～3時 講郷土博物館職員　中野光将
 場 申 問①②とも9月1日午前9時より電話で郷土博物館☎042-493-8585
へ
※①・②ともマスクの着用をお願いします。
※②の申込み受け付けは新型コロナウィルス感染症感染防止の対応によ
る人数把握のため、9月18日㈮午後5時まで。

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

みんなで育てよう清瀬の水辺
①空堀川河川内清掃作業
 日9月5日㈯午前9時30分～正午
 持汚れても良い服装、長靴、タオル、
飲み物
②空堀川の生物調査・観察会
 対小学3年生以上の方（小学2年生以
下の方は保護者同伴） 日9月13日㈰
午前9時30分～正午 持濡れても良い
服装、川のなかに入れる運動靴、着
替え、タオル、飲み物

【集合場所】いずれも中里緑地A地区
前の梅坂橋（明治薬科大学側） 問川
づくり・清瀬の会・荒幡☎042-
493-7864
※いずれも雨天中止。

うち、納期限前のものを、被災の程
度等によって減免（軽減または免除）
や猶予する制度があります。対象は、
不動産取得税、個人事業税などです。
　原則として、納期限までに、納税
者ご本人からの申請が必要です。被
災の事実を証明する書類を添えて、
都税事務所へ申請してください。
 問立川都税事務所☎042-523-3171
【中止】きよせふれあいまつり
　令和2年度の「きよせふれあいま
つり」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。 問社会福祉協議会☎
042-495-5333

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＝9月7日㈪午後1時30分
～、研修会＝9月14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

乳幼児健康診査　自己負担に係る費用の一部を助成

　新型コロナウイルス感染症対策
のため、延期していた令和2年3
月から6月までの乳幼児健康診査
の対象者の方で、令和2年3月3日
から5月31日までに、自己負担で
健康診査を受診した方への費用の
一部を助成します（里帰り中の受
診は対象外です）。
 【対象の健康診査】3・4か月児健
康診査（令和元年11月～令和2年2
月生まれ）、1歳6か月児健康診査
（平成30年8月～11月生まれ）、3
歳児健康診査（平成29年2月～5月

生まれ）
【受診場所】「市内小児科医院」及
び「近隣の小児科医院」、「市内歯
科医院」及び「近隣の歯科医院」

【申請期間】10月30日㈮まで 持受
診した医療機関が発行した領収書
及び明細書、母子健康手帳、印鑑、
通帳など振込口座が確認できるも
の 申 問健康推進課母子保健係☎
042-497-2077へ
※保険診療は適用外です。
※申請書・請求書は申請時に窓口
でお渡しします。
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