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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

11・12月

実
施
日

内科の緊急患者 歯科

午前９時～午後５時 午後５時～
翌日の午前９時

午前９時30分
～午後５時 担当医

1
日

北多摩クリニック
上清戸２-1-４1☎0４２-４９6-7760

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）
☎0４２-４９1-８6
11（正午～午後1
時は休診。受
付時間は午後４
時30分まで）

筒井（大）
医師

３
日

清瀬博済堂クリニック
竹丘２-1５-1５☎0４２-４10-0001

石川
医師

８
日

ふじ井内科クリニック
元町1-11-1４☎ 0４２-４９3-71２２

牛田
医師

１５
日

宇都宮小児科内科クリニック
元町1-８-２☎0４２-４９1-５５５6

筒井（晃）
医師

２２
日

清瀬下宿中央診療所
下宿２-3９1-7☎0４２-４９1-２２17

本杉
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

天川
医師

２9
日

杉本医院
元町２-7-1☎0４２-４９２-11９９

柏原（雄）
医師

11月の

※6は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。

郷土博物館からのお知らせ
①企画展「第36回清瀬美術家展」
　市内在住・在勤の美術家を中心とした清瀬美術家懇話会会員の方々の
作品を展示する、毎年恒例の企画展です。ジャンルや会派を超えた多彩
な芸術作品の鑑賞を通じて、アーティスティックなひと時をぜひご堪能
ください。
 日11月7日㈯～15日㈰午前10時～午後5時（最終日15日㈰は午後4時ま
で、11月9日㈪は休館）【出展予定作家（敬称略）】絵画＝青木文子・石徹
白彰勇・磯村千夏・小俣洋子・狩野和夫・小松博映・坂井千鶴子・髙橋
新三郎・南條千恵・根岸正・宮下圭介・栁町朝子、彫刻＝有賀也寸志・
磯村茂・大槻孝之・岡孝博・城田孝一郎・中島大一朗・松井淳子・森下
聖大・和田政幸・（招待作家）石田美穂 場 問郷土博物館☎042-493-8585
②男のうどん打ち
　日ごろ、料理を作る機会のない方や、家族に手料理をふるまいたい！
という男性のためのうどん作り講習会です。清瀬のうどんを学び、打っ
た生うどんを持ち帰ります。ご自宅で茹でたてのうどんをお召し上がり
ください。 対男性の方。10人 日11月8日㈰午前9時30分～正午 費300
円 講郷土博物館職員 持エプロン、三角巾（頭を覆うもの）、タオ
ル 場 申 問11月1日午前9時から電話で郷土博物館☎042-493-8585へ

申問1は11月2日～13日に子育て支援課保育・幼稚園係☎042-497-2086、
2～6は健康推進課母子保健係☎042-497-2077、7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．保育園入園に係る相談・申込み
市内保育園への申込み方法の案内・個別相談
対市内保育施設への申込み予定者。7組（1組30分）
※予約制。

11月２1日㈯ 午前８時30分～正
午

子育て
支援課

2. ママの時間
個別相談で行います。対未就学児とその母親。４
組。※予約制。別室で保育あり。

11月1８日㈬午後1時30分～3時
（30分ごと各1組）

健康センタ
ー

3.ステップアップ幼児食（11月分）
調理実演と相談を行います。対1歳から1歳11か
月までの幼児とその母親。6組。※予約制。

11月1８日㈬午前10時～11時1５
分

4. 親子歯みがき教室（個別）
対満6か月～1歳6か月児とその保護者。1８組
内 仕上げ磨きやおやつの選び方など。※予約制。

11月13日㈮、1２月11日㈮午前９
時～11時30分（30分ごと各3組）

5. 親子歯科健診（個別）
 対1歳6か月～４歳児とその保護者 内健診・歯
磨き・フッ素塗布（無料）※予約制。

月曜日または水曜日（詳細は申
込み時に案内します）

6. 乳幼児健康診査※  ①3～4か月児　②3歳児
 対①令和２年7月②平成２９年10月に生まれた乳幼児とその保護者 日①11月17
日㈫②11月２４日㈫※子どもの計測は中止です。
7. 令和2年8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などをお話しま
しょう！

 日11月10日㈫・17日㈫・２４日㈫
いずれも午前10時～正午、1２月1
日㈫午後1時30分～3時30分

きよせボラ
ン ティア・
市民活動セ
ンター

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保護者
※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・k-net子育てひろば（ 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。

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。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

　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。

東京都・都民安全推進本部長賞を受賞

　10月28日、東京都庁で東京都・都民安全推進本部長賞の表彰が行われ、
市内在住の清瀬市防犯協会会計の内山勇さんに表彰状が、竹丘南自治会に
感謝状が贈られました。おめでとうございます。
　この表彰は、東京都が目指す「誰もが安心安全を実感できる社会」の実現
に向けて長年防犯活動を継続的に実施している個人や団体に贈呈されるも
のです。なお、表彰式は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
表彰状受賞者のみで行われました。

詳しくはこちら

広 域 連 携 事 業

ひ き こ も り Ｕ Ｘ マ マ 会
ひ き こ も り Ｕ Ｘ 女 子 会第１回

　結婚しても、子どもがいても、
不安や生きづらさがある…。また、
ひきこもり状態にあったり、対人
関係の難しさを感じている…な
ど、さまざまな生きづらさを抱え
ている女性自認の方を対象に、当
事者会を開催します。
　「こんな状況にあるのは自分だ
けではないか」「なんとかきっか
けをつかみたい」と思っている女
性たちに一人でも多くご参加いた
だき、「一人ではない」と思える
場を皆さんと一緒に作りたいと思
っています。また併せて、ひきこ

もり状態のご家族がいる方や支援
者など、集まった方同士で自由に
交流ができる場として、「つなが
る待合室」も実施いたします。
日対下表参照場いずれも男女共同
参画センター【参加方法】申込み
不要ですが、当日参加いただく方
は、マスク着用や受付での検温、
名前・連絡先記入にご協力をお願
いします【主催】清瀬市・国立市（広
域連携事業）【運営】一般社団法人
ひきこもりＵＸ会議 問男女共同参
画センター☎042-495-7002

日時 タイトル 対象 備考
1２月２日㈬ 午前11時～
午後1時30分（受付は午
前10時４0分～）

ひきこもり
 ＵＸママ会

子育て中の女性でひきこもり
などの生きづらさや、対人関
係などの困難を抱える方

保育あり（就学前
の子ども。先着10
人 ）。11月２0日 ㈮
までに要予約。

1２月16日㈬
午 後２時～４時30分（ 受
付は午後1時４0分～）

ひきこもり
 ＵＸ女子会

ひきこもりなどの生きづらさ
を抱える女性で、自認の方

1２月16日㈬
午 後3時～４時30分（ 受
付は午後２時４５分～）

つながる
待合室

ひきこもり状態のご家族がい
る方、支援者

性別は
問いません

　認めること
問企画課企画調整担当☎042-
497-1802

　10月5日、市は大塚製薬株式会
社と「地域活性化包括連携協定」
を締結しました。今後、「健康づ
くり」や「地域産業の振興」、「ス
ポーツの推進」、「災害対応」等、
7つの事項について連携・協力し
地域の活性化と市民サービスの向
上を図り、相互の発展を目指して
いきます。
◆連携事項
①市民の健康づくりや食育の推進
　に関すること
②地域産業の振興に関すること
③市内中小企業の健康応援に関す
　ること
④市職員に対しての健康増進に関
　すること
⑤スポーツの推進に関すること
⑥災害対応に関すること
⑦その他、両者が協議し、必要と

大塚製薬株式会社と
「地域活性化包括連携協定」を締結

大塚製薬株式会社の東京支店長・
池内呉郎氏（左）と、渋谷市長


