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①そうだじゅげむきこう
　11月のじゅげむは大ホールで開催
です。日11月14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】柳家勧之助、
柳亭小痴楽
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。 対2か月～ハイハイ前
の赤ちゃん。先着8組 日11月6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）
 持バスタオル、ハンドタオル、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
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10月27日㈫ひよこク

ロビクス！　満足度100㌫！　楽しく
フィットネスしてストレス発散！　先
着15人。日10月20日・27日いずれも
午前9時45分～10時45分 費1回1,000
円（初回体験は無料） 講西山奈穂子氏 
②太極舞教室
　女子十二楽坊などの曲に合わせしな
やかに踊ります。シニアの方、激しい
運動はちょっと…体力に自信がない、
そんな方に！　先着15人。日10月22
日㈭、11月5日㈭いずれも午前9時45
分～10時45分 費1,000円（初回体験は
無料） 講西山奈穂子氏
③やさしいヨガ教室
　身体が硬いから無理、姿勢を直した
いけど…そんな方はぜひ！　先着20
人。日10月20日㈫・22日㈭・27日㈫
いずれも午前11時～正午 費1,000円
（初回体験は無料） 講西山奈穂子氏
④ピラティス教室
　正しい骨格を意識しながら、体幹の
筋肉を整え体調不良を改善しましょう

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
④講座「フラワーアレンジメント」
　各回先着8人。日生花＝①11月14日
㈯②12月27日㈰、プリザーブドフラ
ワー＝③12月5日㈯各回午前9時30分
～ 費①3,400円②③3,600円
（①③は器代別途500円） 
講福井ひろ子氏
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

①火曜ボクシングエアロ教室
　ボクシングの動きを取り入れたエア

！　各曜日先着12人 日水曜教室＝10
月21日・28日の午前9時45分～10時
45分・午前11時～正午、金曜教室＝
10月23日午前10時～11時・午後3時
30分～4時30分、土曜教室＝10月24
日、午前10時～11時 費1回1,000円（初
回体験は無料） 講嵯峨千枝氏（水・金
曜教室）、神武朋子氏（金・土曜教室）
 申 問電話でコミュニティプ
ラ ザ ひ ま わ り ☎042-495-
5100へ
※体温や健康チェックを行っ
ています。体調不良の方の受
講はお控えいただいています。

◆「友遊」活動終了
　本年9月末をもって、友遊は活動を
終了しました。この間、活動に参加ご
協力いただいた皆様に感謝いたしま
す。ありがとうございました。 問NPO
法人情報労連東京福祉センター☎
042-497-8500

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

令和２年10月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,099人 （21人増）　女　38,724人 （40人増）　計　74,823人 （61人増）
◆世帯数 （ ）内は前月比　36,098世帯（40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

ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

◆大型映像「HAYABUSA2～REBO
　RN～」
　小惑星リュウグウのカケラを持
ち帰るため、再び広大な宇宙空間
へ飛び立ったはやぶさ2。2年半、
32億㌔の距離を進み続けた孤独
な旅路の末、待ち構えていたのは
想定外のリュウグウの姿だった。
はやぶさ2はどのように困難を乗
り越え、数々のミッションを成功
させていったのか。そして彼がリ
ュウグウで見つけたものとは……
 対どなたでも（小学2年生以下は
保護者と観覧）。先着102人（新型
コロナウイルス感染症拡大防止の
ため変動の可能性があります）
時午後2時30分～（約45分間） 
費観覧券付き入館券おとな1,040

多摩六都科学館の催し物

円・4歳～高校生420円 申当日開
館時よりインフォメーションにて
観覧券を販売
 問多摩六都科学館☎042-469-
6100
※終了日未定。
※10月の休館日：19日㈪・26日
㈪

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

◆社会福祉協議会へ
　グループあじさい様（10,000円）、
匿名様2件（12,000円）
　ありがとうございました。

国勢調査の回答は 
お済みですか

　国勢調査は、調査票を提出してい
ただく最終段階となっております。
10月20日㈫まで回答を受け付けて
いますので、まだお済みでない方は、
ご回答をお願いします。
　調査票がまだお手元にない方は、
下記までお問い合わせください。 
問文書法制課統計係☎042-497-

令和3年度入学予定の児童・生徒 
新入学準備金の入学前支給について
　市内に住民登録があり、令和3年
度に公立小・中学校に入学予定の児
童・生徒の保護者に、新入学準備金
（就学援助費）を入学前に支給しま
す。
　申請のお知らせについては、新小
学1年生は、9月上旬に送付済みの

「就学時健康診断のご案内」に同封
しており、新中学1年生は令和2年4
月及び6月に学校を通じて配布して
います。
【申請期間】11月30日㈪まで
 問教育総務課学務係☎042-497-
2539
※支給には所得審査があります。
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　第3回定例市議会は、9月2日か
ら28日まで開催され、令和元年
度清瀬市一般会計及び特別会計決
算などの市長提出議案19件、報
告3件が可決・認定・了承されま
した。
　また、委員会提出議案1件、議
員提出議案6件が可決され、陳情
2件が採択されました。
　以下に、主な議案についてご報
告します。
■令和元年度清瀬市一般会計決算
　について
　詳しくは4・5面特集に掲載。
■令和2年度清瀬市一般会計補正
　予算（第５号）
　新型コロナウイルス感染症の影
響により中止した、清瀬ひまわり
フェスティバルをはじめとする各
種事業に関する経費を減額する一
方、マイナンバーカード交付数の
増加に伴う事務経費、緊急一時保
育事業における補助金基準額の改
正、都市計画事業の認可に向けた
中央公園の測量及びせせらぎ公園
用地購入費等の増額による総額
525,433千円の補正予算は全員賛
成で可決されました。
■清瀬市受動喫煙防止条例
　市民が自らの意思で受動喫煙を
避けることができる環境整備の促
進、喫煙や受動喫煙による健康へ
の悪影響の未然防止、次代を担う
子どもたちをはじめ、市民の健康
増進を図ることなどを目的とする
本条例は議員提出議案として提出
され、賛成多数で可決されました。

■令和2年度清瀬市一般会計補正
　予算（第６号）
　清瀬市受動喫煙防止条例が議員
提出議案で上程されることを踏ま
えて、受動喫煙防止に向けた普及
・啓発の関連経費及び、清瀬市、
東村山市の2市で共同設置するPＣ
Ｒ検査センターの関連経費として
総額13,552千円の補正予算は全
員賛成で可決されました。
■清瀬市役所出張所設置条例の一
　部を改正する条例
　コンビニエンスストアでのマイ
ナンバーカード利用による住民票
の写しや印鑑証明、戸籍謄抄本、
課税証明などの証明書が取得でき
るようになったことに加えて、現
在導入している市税の収納に、令
和3年度からは後期高齢者医療保
険料、介護保険料、保育料及び育
成料を新たな収納業務として取り
扱うことで、現在の出張所におけ
る主要業務への対策を講じられる
ことから、松山出張所については
令和3年6月30日をもって廃止す
るための条例の一部改正が提出さ
れました。
　これに対して議員から、松山出
張所の廃止はマイナンバーカード
の普及率が上昇するまで実施せ
ず、廃止期日を定めずに状況によ
り市が廃止時期を判断する修正案
が提出され、賛成多数で可決され
ました。　
　また修正案を除く原案について
も、賛成多数で可決されました。
問議会事務局議事係☎042-497-
2567

令和２年第３回定例市議会

 申 問いずれも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 申込み

１．食生活相談（電話相談）
　生活習慣病予防の食事や高齢期の食事の相
談を行います。毎日の食事に不安がある方、お
気軽にご相談ください。 対市内在住の18歳以
上の方とその家族 

11月9日㈪午前10
時～正午
11月25日㈬午後1
時30分～4時
※各日30分間隔の
予約制

直接窓口または電話
で健康推進課成人
保健係へ

２．特定健康診査・後期高齢者医療健康診査
 対清瀬市国民健康保険加入者で、40歳以上の2
・3月生まれの方、及び後期高齢者医療保険加
入者で2・3月生まれの方

【受診月】11月

対象の方には、10月
中旬に受診案内や
受診券を送付しま
す。詳しくは案内を
ご覧ください。

3．骨粗しょう症予防教室
　骨粗しょう症は、骨のなかがスカスカになり、
骨がもろくなる病気です。無理なダイエットや
生活習慣の乱れなどが原因で発症することも多
いため、若いうちから理解と予防が必要です。
この機会に、自身の骨密度を測ってみません
か。 対市内在住の18歳以上で、骨粗しょう症の
治療を受けていない方。先着18人場健康センタ
ー内骨密度測定・栄養相談
※右足かかとで測定するため、ストッキング不
可。
※新型コロナウイルス感染症予防対策として、
参加者の方は来庁時マスクの着用にご協力をお
願いします。

11月2日㈪午前9時
30分～午後0時10
分
（20分間隔の予約
になります）

10月15日㈭から直
接窓口または電話で
健康推進課成人保
健係へ


