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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

実
施
日

内科の緊急患者 歯科
午前９時～午後５時

（受付時間は午後4時30分まで）
午後５時～
翌日の午前９時

午前９時30分
～午後５時 担当医

4
日

花園医院
松山3-５-14☎042-4９1-031５

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）
☎042-4９1-８６11
（正午～午後1時は
休診。受付時間は
午後4時30分まで）

岩崎（慎）
医師

11
日

清瀬リハビリテーション病院
竹丘3-3-33☎042-4９3-６111

天川
医師

18
日

北多摩クリニック
上清戸2-1-41☎042-4９６-７７６0

石川
医師

22
日

とみまつ小児科循環器クリニック
元町1-1-14☎042-4９７-34５６

加藤
医師

23
日

清瀬博済堂クリニック
竹丘2-1５-1５☎042-410-0001

岩崎（敬）
医師

25
日

宇都宮小児科内科クリニック
元町1-８-2☎042-4９1-５５５６

牛田
医師

7月の
※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。

◆市（まちづくり応援寄附金）へ
　大束誠様（11,000円）
　ありがとうございました。

清瀬市立科山荘 
年末年始の予約について

　市内在住・在勤の方は、年末年始
（12月29日㈬～令和4年1月5日㈬）
の宿泊予約を、7月7日㈬午前9時か
ら受け付けます（電話予約のみ）。
　なお、年末年始は一部特別料金と
なりますのでご了承ください。
 申 問清瀬市立科山荘☎0267-51-
2300、☎0120-54-8977（市内の自宅
固定電話からのみ使用可）

令和3年度排水設備工事責任 
技術者資格認定共通試験

 日10月3日㈰午前10時～正午 場青山
学院大学（渋谷区渋谷四丁目）
【受験申込書】6月28日㈪～7月30日
㈮に下水道課で配布
【受験手数料】6,000円
 申 問申込書に必要事項を記入し、7
月1日㈭～30日㈮（当日消印有効）に
郵送で〒100-0004　東京都千代田
区大手町2-6-2　東京都下水道サービ
ス株式会社☎03-3421-0818へ

住宅工事事業者（職人さん） 
を紹介します

　住宅の修理・改築を考えている方
はいませんか。「清瀬市住宅工事あ
っせん事業協力会」では、産業振興
課で受け付けをされた方に、依頼内
容に応じて協力会の職人さんを紹介
しています。見積もりのみでも相談
に応じますので、ぜひご利用くださ
い。 問産業振興課産業振興係☎042-
497-2052

大気汚染医療費助成制度
　都内に1年（3歳未満は6か月）以上
在住の18歳未満で、気管支ぜん息

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

7月の
申問1～6は子育て支援課母子保健係☎042-497-2077へ

事業名・対象・内容など 日時 場所
1.計測相談会
　子どもの計測と子育てや栄養の相談です。
 対2か月～3歳未満の乳幼児とその保護者。各
回先着1８組　※予約制。申込みは７月1日から。

７月30日㈮午前９時30分～11
時30分

健
康
セ
ン
タ
ー

2.ママの時間
　4月からグループでのママの時間を短縮して再
開しています。個別相談も併設しています。
 対未就学児がいる母親。グループ＝3組、個別
相談＝2組　※別室で保育あり。申込みは随時
受け付け。

７月21日㈬グループ＝午後2時
30分～3時30分、個別相談＝
午後1時～・午後1時40分～

3.カンタン！ ワンポイント離乳食
　管理栄養士による離乳食の調理実演と相談
を行います。久しぶりに離乳食を作る方もご相
談ください。 対６か月～11か月の乳児とその保
護者。各時間帯先着５組（保護者のみの参加も可）
※予約制。申込みは７月1日から。

７月14日㈬６か月～８か月児＝午
前９時4５分～11時、９か月～11
か月児＝午前11時～午後0時
1５分

4. 親子歯みがき教室（個別）
 対市内在住の満６か月～1歳６か月児とその保護
者。各日先着1５組 内はじめての歯ブラシの選び
方や仕上げ磨きのコツなど　※予約制。

７月1６日㈮、８月20日㈮いずれ
も午前９時30分～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3年3月②平成30年６月に生まれた乳幼児とその保護者
 日①７月13日㈫②７月20日㈫　※子どもの計測は中止です。
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。 詳細はこちら
※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。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染症の症状のある方・そのご家族・37.5度以上の
発熱のある方は参加をお控えください。6は体調が回復してから次回以降の日程で受けてください。

㈫までの祝日を除く毎週火曜日午前
10時～正午、午後1時～4時（1枠に
つき1時間） 場清瀬商工会館
 申 問希望日前日の午前中までに電
話で清瀬商工会☎042-491-6648へ
※火曜日が祝日の場合、その週の月
曜日に実施します。
※7月13日㈫の回は、12日㈪に振り
替えます。

電気製品の「小さなこげ跡」 
でもご相談ください！

　近年、火災件数が減少するなか、
電気を原因とする火災は増加傾向に
あり、令和2年の全火災件数の約3
割を占めています。電気製品を正し
く使い、異常を早期発見することで
電気火災を防ぐことができます。通
報するかどうか悩んだときには東京
消防庁の公式アプリやホームページ
をご覧になるか、下記の電話番号に
お問い合わせください。
 問清瀬消防署☎042-491-0119

に罹患しているなど、要件を満たす
方に、認定疾病に係る医療費を助成
しています。申請書の配布・提出な
どは下記へお問い合わせください。
 問健康推進課健康推進係☎042-497-
2075

国民年金保険料の 
納付が困難な方へ

　保険料の免除申請や納付猶予など
の制度があります。被保険者、その
配偶者、世帯主、それぞれの方の所
得を確認しますので、令和3年度の
市・都民税の申告を済ませてから申
請してください。【制度の種類】①
申請免除②納付猶予（50歳未満の被
保険者）③退職特例の申請免除④学
生納付特例⑤新型コロナウイルス感
染症の影響に伴う免除申請(臨時特
例)【令和3年度分受付期間】①～③、
⑤は7月1日から受付開始。④は受
付中 問保険年金課年金係☎042-497-
2049

農薬適正使用のお願い
　農薬の取り扱いには十分注意して
ください。使用前に必ずラベル（取
扱説明書）の記載事項を確認し、散
布するときは、近隣住民や通行人、
家畜（ペット）などに危害が及ばな
いようにしてください。農薬は、適
正に管理し、洗浄液や空き容器は適
切に処分してください。 問産業振
興課産業振興係☎042-497-2052

「よろず相談会」を開催
　コロナ禍の影響を受けている市内
の中小規模事業者に向けて、中小企
業診断士や社会保険労務士などの専
門家による経営相談窓口を開設しま
す。 日7月6日㈫から令和4年3月8日

地域福祉活動応援助成
　令和3年度中に行われるたすけあ
い活動などに対し、審査のうえ助成
します。【助成対象】見守り・サロ
ン活動、子ども食堂、障害や病気を
持つ方の交流活動など【助成金額】1
事業につき原則30,000円～100,000
円（内容により異なります）
【応募方法】8月31日㈫までに社会福
祉協議会窓口または協議会ホームペ
ージで配布する申込書に必要事項を
記入し、直接窓口に提出
 問社会福祉協議会☎042-495-5333
※対象事業の相談は随時受け付けて
います。

図書館のイベント
図書館事業「夏の子ども会」
　幼児から小学生を対象に子ども会を実施します。参加をご希望の方は
各図書館に直接お申し込みください。

会場 日時 内容 定員

野塩図書館 ７月21日㈬午後3時30
分から約40分間 「メッセージボックスを作ろう！」先着1５人

元町こども図書館 ７月2８日㈬午後3時30
分から約40分間 「色であそぼう！」 先着1５人

中央図書館 ７月2９日㈭午後3時30
分から約40分間 「ペットボトルで風鈴」 先着1５人

 申 問7月1日から直接窓口または電話で各館へ申込み。野塩図書館☎
042-493-4086、元町こども図書館☎042-495-8666、中央図書館☎042-
493-4326

郷土博物館のイベント
特別展「文化勲章受章記念　澄川喜一展」
　清瀬市名誉市民の彫刻家・澄川喜一氏の文化勲
章受章を記念した展覧会を開催します。 期7月3日
㈯から8月1日㈰までの午前9時～午後5時（最終入
場は午後4時30分。月曜日休館） 場郷土博物館
 問郷土博物館☎042-493-8585
※関連イベントも開催します。詳しくは、市ホー
ムページをご覧いただくか、上記までお問合せください。 澄川喜一氏


