
令和3年（2021年）6月15日号8 市報 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

令和3年6月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,181人 （17人減）　女　38,823人 （46人減）　計　75,004人 （63人減）
◆世帯数 （ ）内は前月比　36,442世帯（63世帯減）　※人口は、外国人住民（1,319人）を含みます。　問市民課住民係☎042-497-2037

ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

日7月4日㈰午前10時～正午 費参加費
800円レンタルゆかた1,000円（帯紐の
みは300円） 講飯岡美絵氏 持お持ちの
方は浴衣、半幅帯、腰ひも2本
②シェイプアップエアロ教室	
　有酸素運動と筋コンディショニング
で脂肪燃焼!! 筋肉の調子を整えること
で、美しい姿勢・動きやすい身体を手
に入れ、全身を引き締めます。 日毎
週土曜日正午～午後1時 費1回1,000
円 講木口弘子氏 持ストレッチマット、
タオル、フィットネスシューズ
③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
ロビクス！ 運動後の爽快感は格別で
す。 先 着15人。 日6月15日 ㈫・22日
㈫・29日㈫いずれも午前9時45分～10
時45分 講西山奈穂子氏
④太極舞教室
　アジアン・フィットネスダンス！ 
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
んな方はぜひ！ 先着15人。 日6月15
日㈫・22日㈫・29日㈫いずれも午前
11時～正午 講西山奈穂子氏
⑤ピラティス教室
　正しい骨格を意識しながら体幹の筋
肉を整え骨格のゆがみや筋力不足によ

の催し物
清瀬けやきホール

①そうだ	じゅげむ	やろう	夏休みらく
　ご塾
　「寿限無」の言いたてや落語の所作
を練習し、8月21日㈯には高座に上が
り ま す。 落 語 家 体 験 し て み よ う！ 
  対小学生以上 。先着15人 日8月17日
㈫・19日㈭午後2時～3時10分、21日
㈯午前11時～午後4時 費2,000円（3回
セット） 講雷門音助 
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7月9日㈮午前10時30
分～正午 費1,000円（清瀬市子育て・キ
ラリ・クーポン券が使えます） 持大きめ
のバスタオル、ハンドタオル、子ども
の飲みもの 講小宮しのぶ氏 
③Let's	リトミック
　月替わりのテーマで音楽を交えて楽
しく遊びます。各クラス先着12組。
 日7月27日㈫ひよこクラス＝午前10時
～10時40分（1人でお座りできるころ
から2歳ごろまで）、うさぎクラス＝
午前11時～11時40分（2歳ごろから5
歳まで） 費各クラス1,500円（清瀬市子

育て・キラリ・クーポン券が使えます）
 持子どもの飲みもの 講小宮しのぶ氏
④自分でつくるオリジナルおはし「お
　はし教室」　
　自分だけのオリジナルおはしを手作
りしてみよう！ 好きな絵付けをして、
工場での本格仕上げ後お渡しします。
おはしの豆知識、マナーのお話も。
  対小学生以上 。先着30人 日7月24日
㈯ 午 後1時30分 ～4時 費2,000円 講㈱
兵左衛門
⑤おけいこアロマ「心弾む夏のコロン」
　オリジナルの香りで気分スッキリ、
夏のコロンをつくります。先着8人。
 日7月14日㈬午後2時～3時30分
 費1,500円 講西脇直子氏 
申 問いずれも（①④は6月
15日から)直接窓口または
電話で清瀬けやきホール
☎042-493-4011へ

の催し物
コミュニティプラザひまわり

①ゆかたの着付け講座
　ゆかたを着てみたい！ 自分で着た
い！ 着せてあげたい！ ゆかたが無く
てもご参加できます!!  この機会に日
本の夏文化を再発見してください。

る体調不良を改善しましょう!!　各曜
日先着15人。 日水曜教室＝6月16日・
23日午前9時45分～10時45分・午前
11時～正午、金曜教室＝6月18日午前
10時～11時  費いずれも共通券。5回
券 ＝5,000円、10回 券 ＝9,000円、20
回 券 ＝17,000円(初 回 は 体 験 無 料)  
講嵯峨千枝氏
⑥ダルマ健康体操教室（無料体験会案
内）
　ツボやマッサージを学びながら、ダ
ルマ拳も取り入れた運動教室！ 身体
の調子を整え、生活習慣を改善し健幸
寿命を延ばしましょう！ 一度体験し
てみてください！(7月8日㈭開講予定)
各回先着15人。 対50歳以上の方 日6
月17日㈭・24日㈭いずれも①午前10
時～②午前11時～（40分程度） 講達磨
拳法会長・達磨健康体操会長・リンパ
マッサージ師　寒河江
康悦氏
 申 問いずれも直接窓口
または電話でコミュニ
ティプラザひまわり
☎042-495-5100へ
※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、体温チェックや健康チェック
を行っています。体調不良の方の受講
はご遠慮いただいています。

コミュニティプ
ラザひまわりホ
ームページ

清瀬けやきホ
ールホームペ
ージ

東京都議会議員選挙に伴う臨時休館のお知らせ
　図書館および各市民センターが投票所となるため、次の図書館を臨
時休館いたします。【休館日】7月3日㈯・7月4日㈰【該当館】下宿図書
館・野塩図書館・竹丘図書館
　その他の館は通常通り開館します。どうぞご利用ください。
 問中央図書館☎042-493-4326

図書館のお知らせ

郷土博物館のイベント
①ミュージアム・シアター３
　16㍉フィルムによる上映です。先着25人程度。 日6月20
日㈰午前10時30分～  内「忍たま乱太郎劇場版」（上映時間45
分） 場郷土博物館
②うどん作り講習会
　清瀬の郷土料理「うどん」の作り方を楽しく学び、作りましょう。
 対18歳以上の方。先着8人 日6月27㈰午後2時～4時30分 場郷土博物
館 費300円 持エプロン、三角巾（頭を覆うもの）、タオル、マスク
③さきおり手作り講習会「さきおり布のトートバックを作りませんか」
　さきおり布を使って、トートバックを作ります。
 対おとなの方。先着10人 （各部5人） 日7月9日㈮午前の部：午前10時
～正午、午後の部：午後1時～3時 場郷土博物館 講はたおり伝承の会
 持簡単な裁縫道具、筆記用具、ものさし
 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

　　　　　　　　　　　　　

　清瀬市出身の久
く ぼ た
保田愛

ま な か
夏さんの

東京2020オリンピック競技大会
出場が内定しました。久保田さん
は六小、二中の出身です。
【種目】カヌースプリント競技・
カナディアンペア500㍍
【所属】（公社）ぎふ瑞穂スポーツ
ガーデン【主な成績】(国際大会）
2019年世界カヌースプリント選
手権大会9位、（国内大会）2020年
度ＳＵＢＡＲＵ日本カヌースプリント

選手権大会1位など　
　皆さま応援よろしくお願いしま
す！

清瀬出身の久保田愛夏さんが
東京2020オリンピック競技大会出場内定

画像提供：日本カヌー連盟
久保田愛夏さん 競技の様子

多摩六都科学館の催し物 多摩六都科学館
ホ ー ム ペ ー ジ

　南十字星や天の川、ウユニ塩
え ん こ

湖
の水鏡に映る星。北半球から南半
球へ、世界各地の絶景と美しい星
空を巡る旅を、ダイナミックな実
写映像でドームに再現します。
　旅する土地によって星の見え方
が変わる理由や、天の川の正体を
さぐる、迫力のCGにもご注目く
ださい。 対どなたでも（小学2年
生以下は保護者と一緒に観覧）。
先着110人 日休館日を除く毎日。
午 後2時30分 ～ （ 上 映 時 間 約35

分）  場多摩六都科学館 費観覧付入
館券おとな1,040円、4歳～高校
生420円（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

大型映像｢星の旅～世界編～」

　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。

令和3年度愛鳥奨励校に
清瀬第四小学校が指定されました

　清瀬市教育委員会では、児童生
徒の自然環境と鳥獣に関する情緒
を豊かにすることを目指していま
す。清瀬第四小学校は、自然環境
に恵まれた立地を活かした愛鳥活
動に関わる学習活動などを実施し
ており、児童の自然愛護および生
命尊重の精神を醸成する愛鳥活動
をはじめとした教育活動などが、
公益社団法人東京都猟友会に認め
られ、令和3年度の愛鳥奨励校に
指定されました。このことに伴い、

愛鳥週間中の5月14日に指定証お
よび奨励金の贈呈が行われまし
た。

左から四小岩﨑校長、（公社）東京都猟友
会清瀬地区長足立康史氏、渋谷市長、坂田
教育長

　5月9日、東京武道館（足立区綾瀬三丁目）にて開
催された「第35回　東京都小学生空手道選手権大
会」で難波京那さん（四小2年）が「形（小学2年女子
の部）」で優勝し、東京代表として全国大会出場が
決まりました。おめでとうございます。難波さんは
清瀬しらうめ幼稚園空手道教室（拳正塾）で練習に
励んでおり、次回関東大会、全国大会に向けて頑張
っています。

優勝した難波さん

四小２年の難波さんが第35回　東京都小学生空手道選手権
大会（小学２年生女子　形）で優勝


