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名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 7日㈬・14日㈬・21日㈬・28日㈬
午後1時～4時30分(いずれも30分7枠)

市
役
所
相
談
室

秘書広報課広報広聴係
☎042-497-1808
対市内在住・在勤・在
学の方

※6月15日午前8時30分
から各相談日前日の午
後5時まで受け付け。

※新型コロナウイルス
感染症防止対策とし
て、相談時には、マス
クの着用、手洗いまた
は手指の消毒にご協力
ください。また、受付
時には検温をさせてい
ただき、体調チェック
票へのご記入をお願い
します。

人権身の上相談 7日㈬
午後1時～3時（30分4枠）

土地家屋調査士
相談（境界・測量
・登記）

1日㈭午後1時～3時
（いずれも30分4枠）

不動産取引相談

年金・労働相談 14日㈬午前9時30分～11時30分
（40分3枠）

司法書士相談（登
記・相続・遺言）

14日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談
21日㈬午前9時30分～11時30分

（いずれも30分4枠）
行政書士相談

（相続・遺言書等
の手続）

行政相談 21日㈬午後1時～3時
（30分4枠）

交通事故相談 28日㈬午後1時～3時30分
（50分3枠）

※市民相談は、5月の相談より相談場所を市役所3階相談室に変更しています。ご注意く
ださい。

予直電防犯相談（犯
罪被害者支援なども
含む）

毎週月～金曜日（水曜日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

防災防犯課防犯係
☎042-497-1848

直母子・父子・女性
相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

生活福祉課
☎042-492-5111（代表）

直電子ども家庭相談 毎日（火曜日を除く）
午前9時～午後5時

子ども家庭支援センター
☎042-495-7701

予電教育相談
毎週火～土曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時
※受け付けは午後4時30分まで

教
育
支
援

セ
ン
タ
ー

教育相談室
☎042-493-3526
※電話予約は午前9時
から受け付け。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談 1日㈭・6日㈫・9日㈮・15日㈭・20日
㈫・29日㈭午前10時～午後3時50分 男女共同参画センター（アイレ

ック）
☎042-495-7002
※電話予約は平日午前8時30
分～午後5時に受け付け。
※保育あり（要予約）。
※電話による相談も可能。

一般相談（夜間） 15日㈭午後5時30分～8時50分
DV・モラハラ相
談

7日㈬・8日㈭・14日㈬・21日㈬
午前10時～午後3時50分

法律相談 13日㈫・27日㈫午後2時～4時
しごと相談 2日㈮午前10時～午後2時50分

直電消費生活相談 毎週月～金曜日午前10時～午後4時
（正午～午後1時と祝日を除く）

消費生活センター
☎042-495-6212

直清瀬・ハローワー
ク就職情報室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

クレアビル
（4階） 

清瀬・ハローワーク就
職情報室
☎042-494-8609

月の7 予＝予約　直＝直接　電＝電話

清瀬、東大和を中心に北多摩の魅力を発信中！清瀬市公式Instagram

Instagramマガジン「キタマガ」「＃清瀬コレクション」「@city_kiyose」を
つけて写真を投稿しよう！ 詳しくはこちら

詳しくは
こちら

★さしあげます：チャイルドシート（4か月～4歳児向け）　★ゆずってください：今回はありません
 申 問6月15日午前9時から電話で消費生活センター☎042-495-6211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

今月開催の会議・委員会
会議・委員会名 日時 場所 問合せ

清瀬市廃棄物減量等推
進審議会

7月1日㈭
午前10時～正午 市役所本庁舎 環境課ごみ減量推進係☎042-

493-3750

　アミューホールにバイオリン・
ビオラ・チェロの音楽隊がやって
くるよ! ホールいっぱいに響く音
色に包まれて、音楽の海にダイブ
しよう。演奏を聴くだけでなく、
手拍子で一緒に演奏に参加した
り、スライドを見たり、楽しい仕
掛けが盛りだくさん。さあどんな
景色が見えるかな？ (要事前申
込 み) 対市内在住の小学4～6年
生。各回先着40人 日7月25日㈰1
回目公演＝午後1時30分～2時10
分（午後1時開場）、2回目公演＝

午後3時20分～4時（午後2時50分
開場） （各回同一内容） 場アミュー
ホール【演奏】マルシェ弦楽四重
奏団【曲目】ドビュッシー弦楽四
重 奏 曲、 民
謡「ソーラン
節」他 申 問6
月15日 午 前
9時から電話
で生涯学習
スポーツ課
生涯学習係
☎042-497-1815へ

マルシェ弦楽四重奏団

令和３年度清瀬子ども大学  音楽の部

女性起業応援2021 
キヨセ  ｄe  フェスタ

出展者募集

　“キヨセｄeフェスタ”は清瀬を中
心に起業している、または起業を
目指す女性を応援しています。か
わいい雑貨や素敵なアクセサリー
やパンなどが盛りだくさんなイベ
ントです。出展者同士の輪も広が
っています。 日11月20日㈯午前
11時～午後4時 場アミューホール
他 
◆出展者募集
　起業を目指す女性や起業してい
る女性の出展をお待ちしていま
す。 対清瀬市近隣で事業活動し
ており、活動拠点を清瀬市近隣に
おいている団体または個人。定員

30組（状況により増減します） 
費2,000円（出展料）

【出展者応募方法】6月22日まで
に、男女共同参画センターなどに
置いてある出展申込書（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、必要書類を同封
のうえ、郵送または直接男女共同
参画センター☎042-495-7002へ

【主催】キヨセｄeプランニング
 問キヨセｄeプランニングＭkiyof
es@gmail.com
※書類選考のうえ、出展者を決定。
※保育あり（先着10人、生後6か
月から就学前まで、要予約）。

令和3年度 清瀬ひまわりフェスティバル
開催中止のお知らせ

　例年8月中旬から下旬にかけて実施していた「清瀬ひまわりフェステ
ィバル」ですが、コロナ禍の影響が現在も続いていることから感染症拡
大防止の観点から中止となりました。また、ひまわりフェスティバルの
会場となっていた場所は、私有地のため、立ち入りはできませんのでご
注意ください。 問産業振興課産業振興係☎042-497-2052

　「ひまわりの清瀬」という清瀬
市の特色を風化させないために、
毎年当フェスティバルに協力して
いただいている石井ファーム（石
井善輝氏）、小寺ファーム（小寺
宏一氏）、清瀬市農ある風景を守
る会から「ひまわりの種」をご寄
贈いただきました。
　ご寄贈いただいた「ひまわりの
種」は「ひまわりの清瀬」機運醸成
事業として、市内の公共施設や市
内小中学校、保育園、幼稚園など
にご協力いただき、ひまわりの種
を配布し、咲かせることで、コロ
ナに負けず「ひまわりの清瀬」と
いうテーマで来年度のひまわりフ

ェスティバルにつなげられるよう
実施してまいります。
 遅咲きのひまわりですので、開
花の時期は8月下旬から9月初旬
を予定しています。 問産業振興
課産業振興係☎042-497-2052

左から、清瀬市農のある風景を守る会副会
長石津和幸氏、同会長松村新一氏、渋谷市
長、石井ファーム石井善輝氏、小寺ファー
ム小寺宏一氏

～「ひまわりの清瀬」を風化させない～
ひまわりの種をご寄贈いただきました

　コロナ禍は非正規労働者など特
に弱い人々に大きな影響を与えて
います。長年、労働問題に携わっ
てきた講師に女性の非正規雇用の
問題点についてお話しいただきま
す。非正規という働き方について
共に考えてみませんか。 対テー
マに興味のある方。先着20人 日7
月10日㈯ 場男女共同参画センタ

ー 講反貧困ネットワーク常務理
事　白石孝氏 持マスク、筆記用
具 申 問6月15日午前9時から7月9
日までに電話またはファクスで男
女共同参画センター☎042-495-
7002Ｆ042-495-7008へ
※保育あり（先着10人、生後6か
月から就学前まで、要予約）。

男女共同参画週間記念講座「非正規という働き方」
ジュンベリー

みつろうラップ

     新商品
     完成!!!

サクランボ

東 京 清 瀬 市 み つ ば ち プ ロ ジ ェ ク ト
み つ ば ち 関 連 商 品 の 特 設 販 売 会

◆清瀬みつろうラップ
　みつろうラップは、布にみつば
ちの巣の成分（みつろう）を染み
込ませた商品です。みつろうは抗
菌性、保湿性があるとされていま
す。お皿やコップに被せたり、お
にぎりや野菜を包んだりして乾燥
を防ぐことができます。とても丈
夫で何度も使用できるのでSDGs
の観点からも注目されている商品
です。完成
品と自作キ
ットを販売
します。

【サイズ】小
～特大サイズ【価格】390円～990
円（税込み）

◆ジュンベリー（June Berry）ジェ
ラート・サクランボジェラート
　市役所のみつばちが受粉をして
実をつけたジュンベリーとサクラ
ンボのジェラートです。90㍉㍑。
各約200個限定販売。【価格】250
円（税込み）

【販売期間】いずれも6月24日㈭・
25日㈮午前10時～午後2時

【販売場所】市役所本庁舎南玄関
特設販売コーナー 問建築管財課
管財係☎042-497-1841

  


