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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。
　

特別展「文化勲章受章記念 澄川喜一展」
7月 3日㈯～8月 1日㈰　午前9時～午後5時　
※ 7月 5日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪は休館。最終入場は午後 4時 30 分まで。

開催期間

郷土博物館開催場所

代表作「そりのあるかたち」シリーズを
はじめとする彫刻作品を展示します

◆プロフィール
澄川喜一（すみかわ・きいち）
昭和6年、島根県鹿足郡六日市町（現吉賀町）
生まれ。昭和26年、山口県立岩国工業高等学
校機械科を卒業。昭和27年、東京藝術大学に
入学、平櫛田中教室にて塑造を学ぶ。昭和54
年、ライフワークとなる「そりのあるかたち」の
制作を開始。以後、作品制作と並行し、東京
湾アクアライン川崎人工島「風の塔」や「東京ス
カイツリーR」のデザイン監修など、大規模な
プロジェクトにも参加。平成24年、清瀬市名
誉市民に選定。令和2年11月3日、文化勲章を
受章。
◆公式ホームページ
http://www.sumikawa-art.com/

　東京スカイツリー®のデザイン監修者としても著名な彫
刻家・澄川喜一氏は、昭和36（1961）年に清瀬にアトリエ
を構え、東京藝術大学で後進の育成に携わりながら数々の
作品を発表してきました。やがて、自然の素材と対話し、
その特性を生かした、日本特有の造形美「そり（反り）」と「む
くり（起り）」からなる抽象彫刻「そりのあるかたち」シリー
ズを発表するようになりました。また昭和49（1974）年に
中央公園に設置された「平和の塔」（右写真）をきっかけに、

公共空間における造形の仕事も現在まで多数手がけていま
す。本展では、令和2年の文化勲章受章を記念し、ライフ
ワークとなっている代表作「そりのあるかたち」シリーズ
をはじめとする彫刻や環境造形作品を紹介します。今なお
多彩な活躍を見せる澄川喜一氏の作品をとおして、清瀬ゆ
かりの芸術文化に親しむ機会となれば幸いです。
 直 問郷土博物館☎042-493-8585 「平和の塔」

中央公園

ボランティアを募集します
　会期中、会場内の受け付けや見守り
をお手伝いいただくボランティアを募
集します。現代美術や彫刻の好きな方、
本展を一緒に盛り上げていただける方
からのご応募をお待ちしています。
 対18歳以上の方で会期中1回以上活動
できる方
【活動期間】7月3日㈯～8月1日㈰午前

の部＝午前9時30分～午後1時、午後
の部＝午後1時～4時30分（いずれも途
中休憩あり、休館日を除く）
 申 問6月15日から24日までの午前9時
～午後5時に電話で郷土博物館☎042-
493-8585へ
※7月2日㈮に説明会及び内覧会を予
定しています。

　澄川氏本人に制作や作品についてお話しいただきます。先着25人。
 日7月22日㈭午後2時～3時 場郷土博物館 講澄川喜一氏
【備考】当日、館内のサテライト会場及びYouTubeで講演の様子を配信
予定

①澄川喜一氏記念講演会

　親子で美術や彫刻作品について楽しく学びませんか？　澄川氏によ
る親子向けのギャラリートークです。 対小学生以上高校生以下の方
とその保護者。各回親子2人を1組として先着5組（10人） 日7月11日㈰
・25日㈰いずれも午後2時～3時 場郷土博物館 講澄川喜一氏

②おやこで楽しむ澄川展

　澄川氏の作品のあるキヨセ ケヤキ ロードギャラリーを中心に、清
瀬の公共空間に設置された彫刻作品をめぐります。帽子や水分補給の
ための水筒など熱中症対策をしてお越しください。各回先着10人。
 日7月17日㈯・31日㈯いずれも午前10時～11時（悪天候の場合は中止）
 場キヨセ ケヤキ ロードギャラリー他（集合は郷土博物館） 講古川百香

（学芸員）

③パブリックアートミニツアー

 申 問いずれも6月15日午前9時から電話で郷土博物館☎042-493-8585
へ

特別展関連イベント

そりのあるかたちー１
(東京都現代美術館蔵・

大谷一郎撮影)

そりのあるかたち
(埼玉県立近代

美術館蔵)

SKULL
(東京都現代美術館蔵)

MASKⅥ
(神奈川県立近代美術
館蔵・木奥恵三撮影)

入場無料

　令和3年10月1日以降に有効な
義務教育就学児医療費助成制度医
療証（マル子医療証）については、
令和2年中の収入額・控除額・扶
養人数等を基に審査を行います。
　所得制限額の超過によりマル子
医療証の資格がなかった方で、所
得額が所得制限内（右表参照）に
なった方は、新たに交付申請が必
要です。交付を希望される方は、
申請期間内に申請してください。
【申請期間】6月15日㈫～8月31日
㈫。申請期間経過後も随時受け付
けしますが、助成開始日が遅れる
場合がありますので、ご注意くだ
さい）【必要書類】①対象児童の健
康保険証（郵送の場合は健康保険

証の写し）②来庁者の身元が確認
できる書類（マイナンバーカード
・運転免許証など）
問子 育 て 支 援 課 助 成 係☎042-
497-2088

義 務 教 育 就 学 児 医 療 費 助 成 制 度 の
申 請 は お 済 み で す か？

【参考】給与所得のみの方＝源泉徴収票
の「給与所得控除後の金額の欄」、自営
業者等で確定申告をしている方＝確定申
告書の「所得金額の合計の欄」

所得制限額
扶養親族等人数 所得制限額（円）

0人 6,220,000
1人 6,600,000
2人 6,980,000
3人 ７,360,000
４人 ７,７４0,000
５人 8,120,000
6人 8,５00,000

清瀬駅南口児童館等基本計画市民検討委員会
市民委員を募集します

　市では、「清瀬市まち・ひと・
しごと創生総合戦略（令和2年3月
改訂）」で掲げる「子どもと幸せを
育む“舞台”」を実現するため、清
瀬駅南口地域に新たな児童館の整
備を予定しています。
　現在、「清瀬駅南口地域児童館
整備基本計画」の策定に向けた検
討をしています。この計画の策定
に際し、さまざまなご意見をいた
だくため、検討委員会を開催しま
す。興味・関心のある方は、ぜひ
市民委員にご応募ください。
 対市内在住の18歳以上で、会議

（委員会）に出席可能な方。定員2
人（清瀬市議会議員または清瀬市
職員は除く）【任期】令和3年8月～

11月（予定）。会議は平日の午後
または夜間の2時間程度・全4回
【謝礼】会 議1回 の 出 席 に つ き
5,000円【応募方法】6月22日まで
に市ホームページにある応募フォ
ーム（QRコード参照）、または氏
名・生年月日・年齢・住所・電話
番号・メールアドレス・職業・応
募動機・差し支えない範囲で経歴
などを記入し（応募用紙をご活用
ください）、直接窓口またはファ
クス、郵送で企画課企画調整担当
☎042-497-1802Ｆ042-491-8600
へ
※市民委員は書
類選考により決
定します。
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ワクチンを受けた後も基本が大切！

日々の感染対策を心がけましょう
新型コロナウイルス
感染症感染予防

感染の種類 感染経路 主な対策

飛沫感染

咳やくしゃみで飛び散っ
た飛沫が、目や鼻などの
粘膜に直接到達する

・距離の確保
・マスクなどの防護具の
　着用

接触感染 ウイルスが付いた手で目
や鼻・口を触る

・共用部分に触った後な
　どの汚れた手で目や鼻
　を触らない
・こまめな手洗い、手指
　消毒

３密の状況で起こ
りやすいエアロゾ
ル感染 （※厳密な
定義がなく可能性
あり）

飛沫中の水分が蒸発して
空中に浮遊した小さな粒
子（エアロゾル）を吸い込
む

・十分な換気
・密集・密閉・密着を避
　ける

◆変異株に警戒しましょう
　従来よりも“感染しやすい”“重症化しやすい”可能性のある変異株が、
世界各地で確認され、国内での感染も従来株からほぼ変異株に置き換わ
っていると推定されています。
◆こんな場面に要注意
　3密（密閉、密集、密接）の環境で感染リスクが高まります。このほか、
飲酒を伴う懇親会など、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの
会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わりといった場面でも感
染がおきやすく、注意が必要です。

　複数の要因を介して感染が起こる場合もあります。1つの方法で確実
に予防するということは難しく、これらの基本的な対策を日々続けるこ
とが大切です。

◆部屋のなかでは
　換気していない時間が長いほど感染リスクが高ま
ることから、窓は常時開放が望ましいです。また、複
数の窓を開放する方が換気量は増加します。
①風が通るよう、2方向の窓を常時開放しましょう。
　目安としては、5㌢～15㌢に調整して開放します。
②間欠的に換気を行う場合は、1回につき数分間程度全開にし、1時間
　に2回以上の換気回数を確保しましょう。
③窓が1つしかない場合でも、入口のドアを開けて空気の流れを作りま
　しょう。換気扇や扇風機を活用することも有効です。
※いずれも夜間などは防犯にご注意ください。
　通常の家庭用エアコンは、室内空気を循環させるだけで外気との換気
を行っていません。エアコン使用中もこまめに換気をしましょう。換気
の合間には、エアコンの温度を再設定し、室温を調整しましょう。

ワクチンを接種してもマスクは必要ですか？

　必要です。ワクチン接種により発症を予防で
きることが期待されていますが、他の方への感
染を予防できるかはまだわかっていません。引
き続き、感染対策にご協力をお願いいたします。
参考：厚生労働省「新型コロナワクチンQ＆A」

部屋の広さにかかわらず、どのくらい換気をしているかが大事なポイントです。換気のコツ
◆乗り物では
　車の窓を開け、換気をしましょう。車内でエアコンを使用する際は、「内
気循環モード」ではなく「外気モード」にしましょう。電車やバスなどの
公共交通機関でも、窓開けに協力しましょう。

参考：厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する11の知識（2021年4月）」「3
つの密を避けるための手引き」、環境省・厚生労働省「熱中症予防×コロナ感染防止で『新
しい生活様式』を健康に」、一般社団法人日本建築学会　換気・通風による感染対策ＷＧ「住
宅における換気によるウイルス感染対策について」 

　じめじめとした梅雨の時期を過ぎると、暑さも厳しくなってきま
す。部屋のなかの湿度・温度を上手に調整しながら、感染対策を続
けていきましょう。


