
令和2年（2020年）10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。

日本語学習支援ボランティア 
養成講座

 対国際交流に興味・関心のある方（市
内・市外問わず） 日11月4日㈬・11
日㈬・18日㈬・25日㈬、12月2日㈬
午後6時30分～8時、期間中に日本
語教室の見学（講座5回、見学1回の
全6回） 場生涯学習センター 費2,000
円（ 資 料 代 含 む。 講 座 初 日 に 集
金） 申 問平日午前8時30分～午後5時
に直接窓口または郵送、ファクスで、
申込書（市ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を記入し、〒
204-0021清瀬市元町1-2-11　アミ
ュー5階生涯学習スポーツ課☎042-
495-7001Ｆ042-495-7007へ
※参加の際は、マスクの着用をお願
いします。また、体調が優れない日
は参加をご遠慮ください。

プロから学ぶ文章講座（全3回）
　男女共同参画の視点を取り入れな
がら、人に伝わる文章を書くための
コツを楽しく学びましょう。保育あ
り（生後6か月～未就学児。先着5人。
10月15日までに要予約）。 対全3回
出席可能な方、市内在住・在勤･在
学の方優先。先着20人 日10月28日
㈬、11月11日㈬・25日㈬いずれも
午 前10時 ～ 正 午 場男
女共同参画センター
 講編集者  大橋由香子
氏 申10月1日 午 前9時
から電話で右記問い合
わせ先へ
◆「Ms.スクエア」編集委員募集
　文章を書くのが好き・取材や編集
をしてみたいという女性の方をお待
ちしています。応募希望者は、上記
の文章講座の受講が必須です（受講
できない方は応相談）。

令和2年秋季グラウンド・ゴルフ市民大会
▶当協会主催で市内のグラウンド・ゴル
フ愛好者が集い楽しく過ごす。11月9日9
時～12時（予備日11月16日）、東京都職員

【市民伝言板利用案内】
●11月15日号掲載希望の「催し物」の原稿は、
　10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

 問男女共同参画センター☎042-
495-7002

秋季市民ウォーキング
◆ゆっくり歩こう！みんなの清瀬
　清瀬の魅力を再発見する約9キロの
コースのウォーキングです。 対市
内在住・在勤・在学の方（小学生以
下は保護者同伴）。先着20人程度
 日10月25日㈰午前8時～11時30分
ごろ 場清瀬駅北口～けやき通り～
金山緑地公園～せせらぎ公園～清瀬
駅南口 申 問10月1日～16日の平日
午前9時～午後5時に、申込用紙に
必要事項を記入し、直接生涯学習ス
ポ ー ツ 課 生 涯 ス ポ ー ツ 係 ☎042-
495-7001へ

2020年清瀬市 
少年・少女サッカー交流会

　毎年開催しているサッカー大会
は、新型コロナウイルス感染症対策
として、規模を縮小して交流戦とい
う形で行います。 対市内在住・在
学の小学3～6年生の男子、女子で
構成したチームまたは3分の2以上
の市内在住・在学の児童がいて市内
で活動しているチーム 日11月15日
㈰午前9時～午後4時ごろ 場清瀬内
山運動公園サッカー場 申 問10月1日
～15日の午前9時～午後5時に生涯
学習センターにある申込用紙（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、直接生涯学習
スポーツ課生涯スポーツ係☎042-
495-7001へ

みんなで育てよう清瀬の水辺
　金山緑地公園内の池に生息する外
来生物を駆除します。 日10月20日
㈫午前9時～正午（雨天決行）
 【集合場所】金山緑地公園の池入口
側 持飲み物・タオル・汚れてもよい
服装・あれば胴長靴 直 問川づくり・
清瀬の会・荒幡☎042-493-7864

共済組合清瀬運動場（竹丘三丁目）、参加
費500円（保険料・参加賞含む）、10月22
日までに清瀬市グラウンド・ゴルフ協会
・中島☎090-7813-7381まで

　
肺がん検診（前期）

　オプション検診で大腸がん検診
を同時に申し込めます。
 対市に住民登録のある40歳以上
の方（昭和56年3月31日以前生ま
れ）。先着300人 日12月1日㈫・2
日㈬午前9時～11時15分・午後1
時30分～3時45分 （2日は午前の
み） 場複十字病院（松山三丁目）
【実施方法】胸部レントゲン・
喀
か く た ん

痰検査、大腸がん検診は便潜血
検査 費胸部レントゲン撮影のみ
＝500円、胸部レントゲン撮影及
び喀痰検査＝1,000円、便潜血検
査は追加で500円（50歳以上の方
は無料。また、世帯全員が非課税
の方、生活保護世帯、中国残留邦
人等支援給付対象の方は証明書を
提出すれば無料）
 申10月1日～15日（消印有効）に、

【はがき記入例】
はがき（裏面）

・住所
・氏名（フリガナ）
・生年月日
・電話番号
・受診希望日
　（第1・2希望の
　午前・午後）
・喀痰検査に該当
　する・しない
・オプション検査
　希望の有無

肺がん検診（前期）
申込み

直接窓口または電子申請、はがき
に必要事項（下記参照）を記入し、
〒204-8511　清瀬市健康推進課
健康推進係☎042-497-2075へ
※電話での申込みはできません。
※喀痰検査は、50歳以上（昭和46
年3月31日以前生まれ）で喫煙指

65歳以上の方等の予防接種費用を全額助成
対市に住民登録があり、接種日に
65歳以上の方、または60～64歳
の方で心臓・腎臓・呼吸器・ヒト
免疫不全ウイルスによる免疫機能
に障害（1級）のある方期10月1日
㈭～令和3年1月31日㈰  持健康保
険証 申直接、清瀬市内指定医療
機関へ 問健康推進課健康推進係
☎042-497-2075
※医療機関によっては10月1日か

　今年度は中学生以下の全ての方
を対象に助成を行います。
 対市に住民登録がある生後6か月
～中学3年生までの方
【助成回数】13歳未満は2回、13歳
以上は1回 期10月15日㈭～令和3
年1月31日㈰  費インフルエンザ予
防接種費用1回につき2,000円を
助成  持母子健康手帳・子どもの
住所と生年月日が確認できる医療

ら接種できない場合があります。
事前に医療機関にご確認くださ
い。
※生活保護世帯、中国残留邦人等
支援給付対象の方は証明書を提出
してください。
※60～64歳の方は障害者手帳の
写しを提出してください。
※詳しくは市ホームページをご覧
ください。

証や保険証・差額分の予防接種費
用  問健康推進課健康推進係☎042
-497-2075
※直接清瀬市内指定医療機関へ。
※清瀬市内指定医療機関以外で助
成は受けられません。接種料金や
予約についてなど詳しくは事前に
医療機関にご確認ください。
※詳しくは市ホームページをご覧
ください。

　オープンパークは整備前の公園
予定地を一般公開し、この空間を
自由に楽しんでいただくためのも
のです。広い原っぱと木陰でコス
モスの花摘み、虫捕り、散策もで
きますので、レジャーシートを広
げて、のんびりと過ごしてみませ
んか。実験花壇を利用したミニガ
ーデニング講座の他、青空ヨガ体
験などを行う日も用意していま
す。新型コロナウイルス感染症拡
大の防止対策を図り開催します。
来園の際には、マスクの着用など
にご協力ください。
　オープンパークは3月まで毎月
行います。皆さまからの持ち込み

企画も実施していきたいと思いま
すので、事前にご相談ください。
【10月の開催期日】10月5日㈪・
19日㈪・25日㈰・30日㈮いずれ
も午前10時~午後3時 問水と緑の
環境課緑と公園係☎042-497-2098

「（仮称）花のある公園プロジェクト」
10月から“オープンパーク”を開催

大橋由香子氏

【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）】
 問☎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】
 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の流
行が懸念されるなか、冬に向けて
インフルエンザワクチンの需要が
高まる可能性があります。
　今年は過去5年で最大量（最大
約6300万人分）のワクチンを供給
予定ですが、より必要とされてい
る方に、 確実に届くように、ご協
力をお願いします。
【接種時期】10月1日㈭～26日㈪＝
65歳以上の方等でインフルエン
ザワクチンの接種を希望される

最新情報を配信中

Facebook instagram

数（1日 の 喫
煙本数×喫煙
年 数 ）が600
以上の方（過
去に喫煙し、
現在は喫煙し
ていない方も
含む）。

電子申請はこちら
（10月1日から）

中学生以下の全ての方の予防接種費用を一部助成

厚生労働省からの接種時期についてのお願い

インフルエンザ予防接種について

方、10月26日㈪以降＝それ以外
でインフルエンザワクチンの接種
を希望される方（特に、医療従事
者、基礎疾患を有する方、妊婦、
生後6か月以上の乳幼児から小学
校2年生までの方）
※詳しくは厚生労働省「季節性イ
ンフルエンザワクチン
接種時期ご協力のお願
い」ホームページ（右
記QRコード）をご覧く
ださい。

詳しくは
こちら


