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今号の主な内容▶3面：東京2020大会聖火リレー清瀬市内交通規制のお知らせ／４面：シニアクラブ会員募集／5面：台風・大雨に備えて

新型コロナウイルスワクチン接種情報

清瀬市新型コロナワクチン接種専用コールセンター☎042-497-1507
（電話番号のかけ間違いが多くなっております。番号をよく確認のうえ、おかけください）

　市と清瀬商工会は、新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込む市内消
費の喚起を目的に、「きよせニンニンスクラッチ事業」を行います。
　市内の参加店舗で買い物やサービスを利用した際に、支払額に応じてスクラ
ッチくじ（コインなどの硬いものでけずると、その場で当たりがわかるくじ）を
配布します。くじを削ってあたりが出たら100円分の商品券として次回の支払
い時に利用できます。感染リスクに注意して、お買い物がお得になるスクラッ
チくじを楽しみながら、ぜひ市内のお店をご利用ください。
 問産業振興課産業振興係☎042-497-2052、清瀬商工会☎042-491-6648

市内の参加店舗で買い物額500円あ
たり1枚のスクラッチくじを配布し
ます（1会計最大10枚まで。なくな
り次第終了）。

令和3年7月16日㈮からなくなり次第
終了（当たり券の使用期限は8月31日
㈫まで）。

　ポスターが目印で
す。一覧は商工会ホー
ムページ（ＱＲコード参
照）からご確認くださ
い。

スクラッチくじをけず
って「100円券」が当た
ると、次回の買い物で
商品券として利用でき
ます。

「飲食店チケット」が当たると、秋
に開催予定のイベントで利用できる
チケットがもらえます！

利用方法

当選額と本数
あたり
100円券　31,500本
特別賞

飲食店チケット1,500円
相当200本
（秋開催予定イベントで利用可能）

期間

参加店舗

１

2

◆注意事項◆
・�当たり券及びチケットは換金することはできません。また、つり銭は
出ません。換金性の高いもの(切手、印紙、商品券、電子マネーへの
チャージなど)、たばこ、ごみ指定収集袋の支払いには利用できません。
・各店舗の配布枚数に達し次第、終了となります。

・�枚数は十分に用意しております。混雑を避けてのご利用にご協力くだ
さい。
・�新型コロナウイルス感染症の状況により、事前に予告なく内容の変更
や事業が中止になる場合があります。

７ 月 16 日 か ら 市 内
参 加 店 舗 で 配 布 開 始

新型コロナウイルス感染症対策事業

景品総額

345万円

当選確率

30％
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納税に
ご協力を

■夜間納税・納税相談日7月28日㈬・29日㈭午後８時まで　　■土曜納税・納税相談日7月10日㈯午前９時～正午
■日曜納税・納税相談日7月25日㈰午前９時～午後４時　　　場いずれも市役所徴収課窓口問徴収課徴収係☎042-497-2045

【第1次試験】書類選考
【第２次試験】８月１５日㈰（書類選考
合格者を対象に筆記試験を実施）

【募集要項配布】７月１日㈭～１４日
㈬午前８時３０分～午後５時（土・日
曜日を除く）に職員課で配布（市

ホームページからもダウンロード
可）
申 問７月１日～１４日（必着）に、〒
2０４-８５１１　中里５-８４2　職員課職
員係☎０４2-４9７-１８４３へ郵送で提
出（直接持参は不可）

令和3年度採用予定

清瀬市職員（正規職員・経験者採用）を募集

区分 受験資格 人数
一般事務

（経験者採用）
昭和６３年４月2日から平成７年４月１日までに生まれた方で、
民間企業などにおける職務経験が３年以上継続してある方 若干名

【第1次試験】書類選考
【第２次試験】８月１５日㈰（書類選考
合格者を対象に筆記試験を実施）

【募集要項配布】７月１日㈭～１４日
㈬午前８時３０分～午後５時（土・日
曜日を除く）に職員課で配布（市

ホームページからもダウンロード
可）
申 問７月１日～１４日（必着）に、〒
2０４-８５１１　中里５-８４2　職員課職
員係☎０４2-４9７-１８４３へ郵送で提
出（直接持参は不可）

令和４年度採用予定

清瀬市職員（正規職員・土木技術）を募集

区分 受験資格 人数
一般事務

（土木技術）
昭和６2年４月2日以降に生まれた方で、申込時点で１級また
は2級土木施工管理技士の資格を有する方 若干名

市史編さん室からのお知らせ
れも郵送でお求めいただけます。
刊行物によって送料が異なりま
す。詳しくは下記へお問合せくだ
さい。 問市史編さん室市史係☎
０４2-４9７-１８１３

◆『資料編 古代･中世 補遺』、『市
　史研究 きよせ』第6号刊行
　昨年刊行した『清瀬市史 ３ 資料
編 古代・中世』の補遺ができまし
た。北条氏照らの資料がさらに充
実しました。
　また、『市史研究 きよせ』は第
6号を刊行しました。市制施行５０
周年関連記事や、病院街で過ごし
た方々からの聞き取り調査報告な
どを掲載しています。
◆関連刊行物の郵送販売を開始
　市史編さん関連刊行物は、いず 『資料編 古代・中世 補遺』（左）、『市

史研究 きよせ』（右）

　6月８日に開会した、令和３年清
瀬市議会第2回定例会において、
議長・副議長の選挙、委員会の選
任が行われ、市議会の構成が決ま
りました（敬称略）。委員会の構
成は、次号の市報で掲載します。 
問議会事務局議事係☎０４2-４9７-
2５6７

市議会の新しい

議長・副議長と

委員会の構成が

決 定

【市議経歴】７期
【これまでのおもな
役職】副議長／建設環境常任委員会
副委員長／監査委員

斉藤実
（風・立憲・ネット）

議長

【市議経歴】７期
【これまでのおも
な役職】議長／議
会運営委員会委員長／総務常任委員
会委員長／文教常任委員会委員長／
予算特別委員会委員長・決算特別委
員会委員長

森田正英
（清瀬自民クラブ）

副議長

　歯科疾患の早期発見と予防、及
び口内の健康保持ために、成人の
方を対象にした歯科健診を行いま
す。詳しくは6月下旬に対象の方
に送付した受診券をご覧くださ
い。 対市内に住民登録があり、令
和４年３月３１日 ま で に３０歳･３５歳

・４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・6０
歳・6５歳・７０歳になる方 期７月１
日㈭～１１月３０日㈫ 場東京都清瀬
市歯科医師会加入医療機関 問健
康推進課成人保健係☎０４2-４9７-
2０７6
※訪問での歯科健診は行いません。

成 人 歯 科 健 診

　清瀬市国民健康保険・後期高齢
者医療保険加入者の特定健診、後
期高齢者健診、清瀬市健康診査（生
活保護受給者等）を下表のとおり
行います。詳しくは送付する案内
をご覧ください。 問健康推進課
成人保健係☎０４2-４9７-2０７6
※年度途中で加入、転入または被
保険者記号番号を変更された方な

どの受診月は、遅れる場合があり
ます。
※４０歳～７４歳で清瀬市国民健康
保険加入者以外の方は、それぞれ
が加入する医療保険者（健康保険
組合・共済組合など）
が実施します。各医
療保険者へお問い合
わせください。

対象者の生まれ月 受診月 案内送付時期 対象者の生まれ月 受診月 案内送付時期
４・5月 ６月 5月中旬 １0・１１月 9月 8月中旬
６・７月 ７月 ６月中旬 １2・１月 １0月 9月中旬
8・9月 8月 ７月中旬 2・３月 １１月 １0月中旬

年に1回必ず受診！　健康診査

　マイナンバーカードをお気軽に
取得していただくために、現在野
塩出張所で行っている、マイナン
バーカード用の顔写真撮影（無料）
や申請手続きの支援を、７月８日
㈭から清瀬駅北口の生涯学習セン
ターへ移動します。お近くの方は
この機会にぜひご利用ください。
　これにより、野塩出張所では７
月2日㈮以降交付申請支援を行い
ませんのでご注意ください。 
日７月８日㈭・9日㈮、７月１３日㈫
～１6日㈮のいずれも午後１時～４
時 場生涯学習センター 持必須：
個人番号カード交付申請書兼電子
証明書発行申請書（個人番号通知
カードを切り離した残り部分また
は市や国で発行した申請書）
※申請書などを所有していない場
合やご不明な場合は、事前にご相

談ください。
◆注意事項◆
○ 必ずご本人が来所してくださ

い。その場で顔写真を撮影する
ため、代理人は不可です。

○ カード作成には申請から約2か
月程度かかります。

○  カードのお受け取りには、必
ずご本人が市役所本庁舎にお越
しください。

○ 感染症予防のため、人数を制限
する場合がありますのでご理解
ください。開始日に集中するこ
とがないよう、分散した来所に
ご協力ください。
 問市民課住民係☎０４2-４9７-2０３７

マイナンバーカード交付申請支援ブースが
野塩から清瀬駅北口へ移動します！

野塩出張所　⇒　生涯学習センター

詳しくは
こちら

⑪医者の面談

新型コロナウイルスワクチン接種
◆当日接種会場に付き添う介助者
　について
・ 介助者の体調管理をお願いしま

す。
・ 介助者が体調不良の際は、入場

をお断りする場合があります。
・来場前に検温をお願いします。
・ 付き添いが不可能な場合は、早

めに予約変更をしてください。
◆接種券発送の前倒しについて
　市内接種体制の状況に応じて段
階的に接種券を発送していました
が、大規模接種センターや職域接
種など市外接種会場での接種が加
速化している現状を踏まえ、接種
券を前倒しして発送します。
➊すでに発送の申請を受け付けて
いる「基礎疾患を有する方」「高齢
者施設等の従事者」への優先発送
は引き続き行います。
➋「6０～6４歳の方」「障害者手帳の
所持者」「自立支援医療受給者証
の所持者」「難病等医療費助成認
定者」「要支援・要介護の認定を

受けている４０～6４歳の方」の接種
券は７月５日の週に発送予定です。
➌これから発送の申請を受け付け
る「大規模接種センターでの接種
を希望する方」「職域接種での接
種を希望する方」の接種券は７月５
日の週に発送予定です。
➍それ以外のすべての方への接種
券送付を、７月中旬ごろに行う予
定です。
※➌➍に該当する方は、市内接種
会場の予約開始時期は未定です
が、当面は大規模接種センターや
職域接種でのみ接種が可能です。
　詳細は決まり次第、市ホームペ
ージで公表します。市報７月１５日
号でもお伝えします。
◆ワクチンの接種状況
　6月2４日現在の接種状況です。
１回目接種済み：１2,４０５人
2回目接種済み：４,４69人
問清瀬市新型コロナウイルスワク
チン接種専用コールセンター☎
０４2-４9７-１５０７
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　当日は、走行ルート及びルート直近の道路で、
長時間にわたり車両の通行が禁止されます。ルー
ト周辺道路は混雑しますので、車でのお出かけは
ご遠慮ください。ご迷惑をおかけしますが、ご理
解・ご協力をお願いします。
●�車両を利用される場合は、現場の警察官・係員
の指示に従ってください。また、車両規制開始
直前のルート上への駐車はご遠慮ください。
●�自転車、歩行者のルート横断も規制されます。
現場の警察官・係員の指示に従ってください。
●�バスなど、公共交通機関を利用される場合は、
当日の運行情報（一部運休あり）をお確かめく
ださい。
●�ルート周辺でのドローン（ラジコン含む）の飛
行は、法令により禁止されています。

今月の
納期

◆固定資産税・都市計画税（第2期）◆国民健康保険税（第1期）◆後期高齢者医療保険料（第1期）◆介護保険料（第1期）　8月2日㈪
までに納めてください。※各通知書の発送日（予定）：国民健康保険税・後期高齢者医療保険料＝7月14日㈬、介護保険料＝7月9日㈮
※発送日（予定）から1週間を経過しても届かない場合は、お問い合わせください。

◆�清瀬市公共施設再編計画（地域
レベル編）（案）について
　市では、令和元年度に「清瀬市
公共施設再編計画」を策定し、公
共施設の集約化、複合化などの具
体的な再編の方向性を示しまし
た。
　今回、地域レベルの公共施設再
編を検討し、市民の皆さまとの意
見交換会でいただいたご意見を踏
まえて、校舎の老朽化が課題であ
る清瀬小学校を中心とした地域レ
ベルの公共施設再編に関する計画
を策定しましたので、広く皆さま
からご意見を募集します。
【意見を提出できる方】市内在住
・在勤・在学の方、市内に事業所
を有する個人及び法人その他の団
体、この事案について直接的に利

害関係が生じると認められる方
【案の公表場所】市ホームページ、
各地域市民センター、中央・駅前
図書館、生涯学習センター、男女
共同参画センター、児童センター、
コミュニティプラザひまわり、清
瀬けやきホール、行政資料コーナ
ー（市役所本庁舎2階）、企画課
【意見の提出】7月1日～30日（必
着）に、住所・氏名・対象事案名
を記入し、直接窓口または郵送、
ファクス、市ホームページ内にあ
る専用フォームで企画課企画調整
担当☎042-497-1802Ｆ042-492-
2415へ
※氏名・住所など必要事項が明記
されていないものや窓口・電話で
の口頭のご意見は受け付けできま
せん。

◆�パブリックコメント内容の説明
会を実施します
　清瀬市公共施設再編計画（地域
レベル編）（案）のパブリックコメ
ントの内容についての説明会を行
います。 日 場下表参照 問教育総

務課庶務係☎042-497-2537
※新型コロナウイルス感染症の状
況により会場変更や中止になる場
合があります。その際は市ホーム
ページまたは市報でお知らせしま
す。

パブリックコメントを実施します

日 時間 場所
７月14日㈬

午後２時～４時
竹丘地域市民センター

７月1５日㈭ コミュニティプラザひまわり
７月17日㈯ 午前10時～正午 市役所本庁舎

東京2020オリンピック聖火リレー 清瀬市内の交通規制のお知らせ
規 制
日 時 ７月14日㈬ 午前８時35分ごろ～10時55分ごろ

ご協力のお願い

※�走行ルート上は、居住者であっても車両などで
の通行、横断はできません。
※�規制時間は目安であり、当日のリレー状況によ
り変更される場合があります。

交通規制に関するお問い合わせ

東京都聖火リレー実行委員会事務局

ウェブサイト（パソコ
ン・スマートフォン）
はこちら

☎03-6７32-８4８4
平日午前9時～午後６時（ただし、当日の交通規制予定
時間中は受け付けしています）

測量法に基づく国土地理委員長承認（使用）R2JHs�66-GISMAP44310号

　東京2020オリンピック・パラ
リンピック聖火リレートーチが、
都内全６2区市町村を巡回します。
　清瀬市には、7月9日㈮に巡回し、
午前8時30分～午後5時まで市役
所本庁舎1階ロビーに展示されま
す。
　直接触ることはできませんが、
写真撮影は可能です。間近でご覧
になれる貴重な機会ですので、ぜ
ひお越しください。
日7月9日㈮午前8時30分～午後5
時 場市役所本庁舎1階ロビー
【展示物】東京2020オリンピック

聖火リレートーチ、東京2020パ
ラリンピック聖火リレートーチ
（トーチに触れることはできませ
ん） 問生涯学習スポーツ課生涯ス
ポーツ係☎042-497-181６

東京2020大会聖火リレートーチが
清 瀬 に や っ て き ま す！

ⒸTOKYO2020

◆「明日の混雑予報」ポータルサイト
　大会期間中の交通混雑の緩和のた
め、日々の混雑予報を行います。混
雑回避のため、ぜひご活用ください
（ＱRコード参照）。【仮公開日】7月1
日㈭予定（本公開日はサ
イトなどで発表します）
※大会期間中の混雑情報
は、ツイッターでも配
信します。
◆スムーズビズのお願い
　東京都では、テレワーク、時差出
勤、物流の工夫などの取り組みを「ス

ムーズビズ」として推進しています。
大会時の混雑回避や感染防止に有効
です。 問東京都オリンピック・パ
ラリンピック準備局大会施設部輸送
課☎03-5320-4244
◆交通規制のお知らせ
　大会時にはさまざまな交通対策が
実施されます。 期7月19日㈪～8月9
日㈪、8月24日㈫～9月5日㈰（この
期間の前後にも一部で実施予定）�
問（公財）東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会組織委員会☎
0570-09-2020（通話料がかかります）

東京2020大会　交通対策のお知らせ

「明日の混雑
予報」ポータ
ルサイト

　聖火ランナーの走行模様は、NHKの
特設サイトで視聴できますので、なる
べくライブ中継をご覧ください。
https://sports.nhk.or.jp/olympic/torch/



令和3年（2021年）7月1日号4 市報 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。

【事例1】突然お米券が届いた。差
出人は今まで聞いたこともない会
社名である。気味が悪いし、あと
からとんでもない額の代金を請求
されるのではないか。差出人の会
社に連絡をするのは怖い。
【事例2】「代引きのお荷物です」と
宅配事業者が荷物を配達に来た
が、自分は代引きで商品の購入を
した覚えがない。詐欺ではないか
と受け取り拒否をした。その対処
でよかっただろうか。
【事例3】差出国はわかるが、ほか
には何も記載されていない小さな
荷物が航空便で届いた。開けたら
指で測る酸素濃度計が入ってい
た。取扱説明書も納品書も何も入
っていない。どうしたらよいか。
【アドバイス】注文していない荷
物が届いた場合、何らかの詐欺で
はないかと思う方が多いようで
す。併せて自分の住所などの個人
情報を誰かに知られているという
不安感もあり、相談に来られます。
　事例１は差出人への電話確認の
結果、息子さんが、配当にお米券
をくれる会社の株を購入したから

だと分かりました。実は「注文し
ていない荷物が届いた」という相
談は、身内、知人からのプレゼン
トだった、という結果が多いので
す。荷物に、差出人の住所や電話
番号記載があった場合は連絡して
みるのが解決の早道です。
　事例2はこの相談者の対処で良
いでしょう。もし、代引き購入で
の申し込みをしたことを忘れてい
たとしても、受け取り拒否後、必
ず販売業者から詳しい連絡が入り
ます。
　事例3はこの時点では支払い請
求を受けていませんが、仮にネガ
ティブオプション(送り付け商法)
だったとすれば、商品を１4日間
保管すれば、その後の処分は自由
になります。判断に迷う場合は消
費生活センターにご相談くださ
い。 問消費生活センター☎042-
495-62１2（相談専用）

身に覚えのない荷物！
プレゼント？それとも…

迷ったらご相談を！

費生活相談の
現場から

消

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のためマスクを着用している
と、汗の蒸発が妨げられるなど体
温調節ができず、脱水などを起こ
しやすくなります。こまめな水分

補給をする、窓を開け熱気を外に
出し、エアコンなどで室温を調整
するなど、熱中症に十分注意しま
し ょ う。 問清 瀬 消 防 署 ☎042-
49１-0１１9

熱中症から尊い命を守ろう

　清瀬商工会は、飲食店を中心と
した、清瀬の魅力を発信するガイ
ドブックを作成します。市民の皆
さまの声を反映した内容にするた
め、取材などに協力していただけ

る方を募集しています。条件など
の詳細は清瀬商工会までご連絡く
ださい。
 問清瀬商工会☎042-49１-6648

清瀬のPR冊子作成に協力していただける方
を募集しています

　シニアクラブは、高齢者の教養の向上、健康の増進、社会奉仕活動、
地域社会との交流、レクリエーションなどの活動を行っている自主的な
団体です。市には22のクラブがあり、約800人の会員が各地域で活動し
ています。主な活動は次のとおりです。
【生きがい・教養・趣味】旅行、カラオケ、踊り、フラダンス、民謡、
手芸など
【健康推進】ペタンク、輪投げ、グラウンドゴルフ、スカットボール、
棒体操、レクダンス、体力測定、健康ウォーキングなど
【社会奉仕】友愛活動、募金活動、地域パトロール、高齢者福祉施設慰問、
市内一斉清掃協力など
　各クラブでは、住み慣れた地域のなかでこれまでの知識・経験を生か
した多様な活動ができます。また、各クラブを取りまとめる連合会でも、
スポーツ大会や芸能大会、作品展示会、各種講座など、イベントを開催
しています。 問福祉総務課福祉総務係☎042-497-2056
※新型コロナウイルス感染防止のため、自粛中の活動もあります。
クラブ名 主な活動場所 クラブ名 主な活動場所
清風会 上清戸老人いこいの家 清親会 中里老人いこいの家
親和会 中清戸中央老人いこいの家 第三芝山会 松山地域市民センター

長寿会 下清戸集会所
（下清戸5-855-3） アヒルの会 下宿地域市民センター

延寿会 下宿公会堂（下宿2-515） 元町寿会 元町老人いこいの家
喜楽会 中里地域市民センター他 竹水会 竹丘老人いこいの家
長生会 野塩地域市民センター 道草会 松山地域市民センター他
竹寿会 竹丘地域市民センター ひまわり会 いなり台老人いこいの家

梅園長寿会 梅園老人いこいの家 あかねの会 柿の下住宅自治会集会所
（中里4-701-82）

旭が丘クラブ 旭が丘老人いこいの家 松山クラブ 松山三丁目第2アパート集
会所（松山3-14）

中里柳瀬クラ
ブ 中里地域市民センター オールドクラ

ブ 中清戸地域市民センター

むらさき会 野塩老人いこいの家 ロートリーク
ラブあけぼの

コミュニティプラザひまわ
り

一緒に生きがいづくり、健康づくりをしませんか？
シ ニ ア ク ラ ブ 会 員 募 集

　「清瀬ひまわりフェスティバル」
はコロナ禍の影響により中止とな
りますが、「ひまわりフレンドシ
ップ協定」を締結し、関連事業で
連携を行っている武蔵村山市の

「ひまわりガーデン」は下記のとお
り開催されます。
日7月3日㈯～8月１日㈰午前9時～
午後5時（7月１１日㈰・１2日㈪は休
園。最終入園は午後4時50分）
場武蔵村山市緑が丘１460
【アクセス】多摩都市モノレール
「上北台駅」から徒歩１0分。

カーナビでは「武蔵村山市学園3-
40-3」で検索
問武蔵村山市産業観光課☎042-
565-１１１１（内線224）
※ご来園する際は、マスク着用や
アルコール消毒、3密を避けるな
どの新型コロナウイルス感染症予
防対策にご協力をお願いします。
またイベント内容は事前に予告な
く変更となる場合がございます。

詳しくはこちら
（武蔵村山市ホー
ムページ）

「ひまわりガーデン武蔵村山」ひまわり
フレンドシップ

協定 のご案内

令和3年度乳がん検診・子宮がん検診

◆乳がん検診
対市に住民登録のある40歳以上

（昭和57年3月3１日以前生まれ）の
女性で、昨年度に市の乳がん検診
を受けていない方（検診は2年に１
度）。先着400人【検診期間】下表
のとおり 場織本病院（旭が丘一丁
目）、複十字病院（松山三丁目）、
武蔵野総合クリニック（元町一丁
目） 費2,000円

▼乳がんクーポン券
　令和3年4月20日時点で市に住
民登録があり、昭和55年4月2日
から昭和56年4月１日生まれの女
性を対象に「乳がん検診無料クー
ポン券」を6月下旬に一斉送付し
ましたのでご活用ください（4月
20日以降に清瀬市に転入された
方は、ご相談ください）。なお、
人間ドックなどで受診された場合
の償還払い制度はありません。
　また、令和2年度の対象者（昭
和54年4月2日から昭和55年4月１

日生まれの女性）で新型コロナウ
イルス感染症の影響により受診で
きなかった方は、申し込みの際に
申し出れば、令和3年度の対象と
なります。
◆子宮がん検診
対市に住民登録のある20歳以上

（平成１4年3月3１日以前生まれ）の
女性で、昨年度に市の子宮がん検
診を受けていない方（検診は2年
に１度）。先着400人【検診期間】下
表のとおり 場公立昭和病院（小平
市花小金井八丁目）、宇都宮レデ
ィースクリニック（元町一丁目）
 費頸

け い

がん検診１,000円・体がん検
診（条件あり）１,000円
申込み時期 受診券

発送時期 受診期間

7月1日㈭
～31日㈯ 8月下旬 9月1日㈬

～12月（※）
8月1日㈰
～9月7日㈫ 9月下旬

10月1日㈮～
令和4年1月31日
㈪

 申 問いずれも9月7日（当日消印有
効）まで申込み受け付け中（定員
に達し次第終了）。電子申請・は
がき（記入例参照）で健康推進課
健康推進係☎042-497-2075へ
※電話での申込みはできません。
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、可能な限り窓口での申
込みはお控えください。
※いずれの検診も、①50歳以上
の方（昭和47年3月3１日以前生ま
れ）、②世帯全員が住民税非課税
の方、③生活保護世帯、④中国残
留邦人等支援給付対象者は無料

はがき記入例
（普通はがきでお申込みください）

乳がん・子宮がん検診
申申込み
　

１. 住所
2. 氏名（ふりがな）
3. 生年月日
4. 電話番号
5. 申込みたいがん検診名と、
　希望する医療機関名

はがきあて先には、「〒204-85１１　清
瀬市生涯健幸部健康推進課乳がん・
子宮がん検診申込担当　行」とご記入
ください。

電子申請（乳が
ん）はこちら

電子申請（子宮
がん）はこちら

※最終日は各健診機関にお問合せください

（②③④は証明書の提出が必要で
す）。②は、健康推進課に申請し
ていただければ、がん検診自己負
担金無料券を発行します。



5市報令和３年（2021年）7月1日号 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

台風・豪雨
に 備 え て
改めて確認しましょう

　昨年度は日本に上陸した台風はありませんでした
が、例年７月から１０月にかけて、日本に接近・上陸
する台風が多くなります。令和元年台風１９号では
広範囲に甚大な被害が発生しており、今後も台風・
豪雨に対する備えが重要です。
　災害対策基本法の改正に伴い避難情報が変更にな
っていることから、台風・豪雨に備え再度確認しま
しょう。 問防災防犯課防災係☎０42-4９７-１84７

　避難情報が５月2０日から変更されました。レベル4の避難指示までに必ず避難を完了させてくだ
さい。

避難勧告は廃止され、避難指示に一本化されました

警戒
レベル 新たな避難情報など

5 緊急安全確保

〈警戒レベル4までに必ず避難！〉

4 避難指示

3 高齢者等避難

2 大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

1 早期注意情報（気象庁）

きんきゅうあんぜんかくほ

ひ な ん し じ

こ う れ い し ゃ と う ひ な ん

※1

※2

※3

災害発生または切迫

災害のおそれ高い

災害のおそれあり

気象状況悪化

今後気象状況
悪化のおそれ

・避難指示（緊急）

・避難勧告

避難準備・高齢者

等避難開始

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

早期注意情報（気象庁）

（発生を確認したときに発令）

これまでの避難情報など

　まずは「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自宅の災害リスクと取る
べき行動を確認しましょう。以下のフローチャートを進めてください。

　ただし、洪水ハザードマップで自宅に色が塗られていて、浸水の危
険があっても、次のような場合は「屋内安全確保」ができます。

台風・豪雨時に備えて、取るべき行動を確認しましょう

「清瀬市洪水ハザードマップ」で、
自宅がある場所に色が塗られている。

災害の危険があるので、原則として自宅外に
避難が必要

はい

※１：�市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの
理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありませ
ん。

※2：�避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令される
ことになります。

※3：�警戒レベル3は、高齢者等以外の方も必要に応じ普段の行動
を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら
自主的に避難するタイミングです。

いいえ
屋内で安全を確保しましょう
ただし、周りと比べて低い土地や崖のそばなど
にお住まいの方は②へ進む。

1

２

　「清瀬市防災マップ・洪水ハザードマップ」は、市ホーム
ページからも確認できます。しかし、台風接近時など災害
が予想される際はホームページがつながりにくくなることも考えられま
す。いざというときに備え、ＰＤＦ版をスマートフォンなどにダウンロー
ドしておくことをお勧めします。

屋内安全確保ができる「３つの条件」

①家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない
②浸水深より居室は高い
③水がひくまで我慢でき、水・食料などの備えが十分
※清瀬市の家屋倒壊等氾濫想定区域は、河川に面しておおむね５０～
6０㍍程度です。詳しくは防災防犯課にお問い合わせください。

３つの条件に当てはまる 屋内で安全を確保しましょう

３
つ
の
条
件
に

当
て
は
ま
ら
な
い

◆�新型コロナウイルス感染症が収束しないなかでも、災害時
に危険な区域にいる方は避難することが原則です。
◆�避難所だけが避難先ではありません。安全な場所に住んで
いる親戚や知人宅、ホテル・旅館などの避難先を検討しま
しょう。それにより新型コロナウイルスの感染リスクを避
けることもできます。
◆�避難に時間を要する人（高齢者や障害のある方など）とそ
の支援者は、事前に避難先を検討しておきましょう。

さまざまな避難先の検討３

◆�避難指示対象地域で、避難所へ行く必要がある方は、避難所が過密
になることを防ぐため、避難先の目安としてください。なお、野塩
地域市民センターは今年度改修工事期間（8月ごろから令和4年2月
ごろまでを予定）のため対象外となります。
◆�避難先が川を越える場所にある場合は、早期避難を心掛けてくださ
い。
◆�車での避難は交通渋滞を招き、道路冠水により動けなくなる恐れが
ありますので控えてください。
※コミュニティプラザひまわりの駐車場は、
避難指示対象地域の要支援者と一緒に早期避
難する方のみ利用可能です。それ以外の方は
徒歩で避難してください。

非常用備蓄品 マスク、体温計、アルコール消毒
液（ウェットティッシュなど）

番号 避難所名 避難指示対象地域
1 清瀬小学校 中里四・六丁目2 中清戸地域市民センター
3 芝山小学校 野塩一・二丁目、中里二丁目
4 第四中学校 野塩二丁目、中里二丁目
5 第二中学校 野塩三・四・五丁目

梅園三丁目（河川付近）6 第六小学校
7 第三中学校 下宿一丁目、中里六丁目
8 清明小学校 下宿二・三丁目
9 松山地域市民センター 避難指示対象地域以外（南口側）

10 コミュニティプラザひまわり
　（体育館、駐車場）

避難指示対象地域の要支援者と一緒に
早期避難する方のみ

＋

◆マスクの着用をお願いします。
◆�避難所の受付で検温を実施しますが、なるべく自宅で検温を済ませ
てください。発熱がある方など、新型コロナウイルスの感染が疑わ
れる場合は、別施設への移動や医療機関への搬送を検討します。
◆�避難所の過密防止のため、他の避難所をご案内することもあります。
その際は、ご協力をお願いします。
◆�発熱や咳などの症状が出た場合は、すぐに運営スタッフに申告し、
指示に従ってください。
◆�清瀬市在住の「自宅療養者」、「濃厚接触者」の災害発生
時の対応は、東京都多摩小平保健所ホームページ（右
記ＱＲコード参照）を事前にご確認ください。

風水害時に開設予定の避難所一覧 避難所に持っていくもの

避難所での留意事項

災害発生情報

「清瀬市防災マップ・洪水ハザードマップ」は、

市ホームページからも確認できます！
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【市民伝言板利用案内】●8月１5日号掲載希望の「催し物」の原稿は、7月1日午前8時30分
から7月１5日までの間に受け付け。先着25枠。
9月１5日号掲載希望の「サークル仲間募集」の原稿は8月１6日まで受け付け。
◦利用案内は、市ホームページまたは秘書広報課で配布しています。必ずご確認ください。
問秘書広報課広報広聴係☎042-497-１808 Ｆ042-49１-8600 Ｍkouhou@city.kiyose.lg.jp

5色で広がる色鉛筆の世界▶色を混ぜ
てさまざまなテクニックを楽しく学べ
ます。7月29日・8月12日、清瀬けや

きホール、2回で4,000円、色鉛筆の
拡める会・牧野☎090-9307-6321

【1年以上】利用したサービス費用をいったん全額自己負担し、保険給付
分は市に払い戻しを申請する必要があります【1年6か月以上】保険給付
費の一部または全部が差し止められ、滞納保険料額が差し引かれます
【2年以上】上記の措置に加え、保険料を納めていない期間に応じて、利
用者負担割合が引き上げられ、高額介護サービス費等も受けられなくな
ります
※2年を超過した滞納は、納入ができません。
◆減免の申請はお早めに
　所得段階が第2・3段階の方で、世帯の収入額などの要件に該当した
方を対象に減免の制度があります。介護保険課にある申請書に必要事項
を記入し、直近3か月の収入が分かるもの、預貯金の額が確認できるす
べての通帳、家賃支払額を確認できるものを添えてお申し込みください。
今年度4月に遡った減免の申請期限は7月31日㈯です。
◆新型コロナウイルス感染症の影響による減免について
　世帯の主たる生計維持者が死亡、傷病（1か月以上の治療を有すると
認められたもの）を負った、または世帯の主たる生計維持者の収入減少
が見込まれる第一号被保険者（65歳以上の方）に対し、保険料を減免す
る制度があります。減免基準や申請方法などの詳細については、市ホー
ムページをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。
◆通知書の様式が変わります
　今年度より、介護保険料の通知の様
式が右のように変わります。シルバー
パスを購入される方には必要な通知書
ですので、誤って捨ててしまわないよ
うご注意ください。
 問介護保険課管理係☎042-497-2079

　令和2年中の所得などに基づき介護保険料を決定しましたので、7月9
日㈮に、年金天引または口座振替で納付する方へ「介護保険料額決定通
知書」を、納付書払いの方へ「介護保険料納入通知書」を送付します。
　介護保険料の基準額は、サービス需要の見込みなどにより3年ごとに
見直されます。介護保険事業計画評価策定委員会にて検討を重ね、令和
3年度からの基準額（年額）は下記のように変更となりました。この基準
額をもとに所得段階により年額保険料が改定されました。

◆住民税非課税世帯の方の介護保険料　
　が軽減されます
　全18段階のうち、非課税世帯に該当す
る第1段階、第2段階、第3段階の方の介
護保険料は右表のとおり軽減されます。
◆納付は便利な口座振替で
　介護保険料を納付書で納めている方は、ぜひ口座振替をご利用くださ
い。口座振替依頼書は、介護保険料納入通知書の裏表紙に印刷されてい
る他、市内金融機関窓口にも備えてあります。振替開始には約2か月か
かります。なお、年金天引対象の方は、口座振替のご利用はできません。
◆介護保険料を滞納すると…
　滞納期間に応じて、右記のような措置がとられます。

所得段階 年額保険料
軽減前 軽減後

第1段階 33,400円 18,500円
第2段階 46,000円 27,400円
第3段階 54,100円 50,400円

改定前（平成30年度～令和2年度）

69,900円
改定後（令和3年度～令和5年度）

74,200円

親子遊びの会
　遊びっぱなしの90分。親子で思
い切り楽しもう。 対1歳半から幼稚
園入園前までの子どもとその保護
者 日7月14日㈬午前10時15分～11
時45分 場コミュニティプラザひまわ
り 費500円 講野村容子氏 申 問NPO
法人ウイズアイＭhimawari@with-
ai.net、もしくはウイズアイホーム
ページの申込みフォームへ

して認められた場合、食費・居住
費の支払いは負担限度額までとな
ります。8月1日㈰より、在宅で
暮らす方との公平性などを図る観
点から、負担限度額の第3段階が
細分化され、その他の段階も負担
限度額の一部が引き上げられま
す。また、資産要件（預貯金など
の額）が一部変わります。
 問介護保険課介護サービス係☎
042-497-2080
※詳細は、市ホームページ及び6
月下旬より公共施設などで配布し
ている介護保険サービスガイド
（令和3年度版）をご覧ください。

※いずれも令和3年8月から
◆高額介護サービス費
　1か月の介護サービスの利用者
負担について、所得などに応じて
一定の上限額までを負担し、それ
を超えた場合は、超過分が「高額
介護サービス費」として支給され
ます。8月から、現役並み所得相
当の方の負担上限額の区分が細分
化されたことを受け、その上限額
が一部変わります。
◆特定入所者介護サービス費（負
　担限度額認定）
　施設サービスや短期入所サービ
スを利用する低所得の方が、申請

高額介護サービス費・介護保険の特定入所者
介護サービス費が一部変更されます

「ハーヴェイ・ミルク」上映会
　LGBTQをはじめ「どんな人にも尊

厳のある社会」を求める人々へのメ
ッセージにあふれる作品、「ハーヴ
ェイ・ミルク」を上映します。観賞後、
映画の感想を語り合います。先着
80人。 日上映＝7月18日㈰午後1時
30分～3時 場アミューホール 申 問7
月1日から16日までの午前9時～午
後5時に電話またはファクスで男女
共同参画センター☎042-495-7002
 Ｆ042-495-7008へ
※当日はマスクを着用してお越しく
ださい。

第4回消費生活講座 
人生100年時代のお葬式とお墓
　誰もが安心して死を迎えられる社
会の仕組みづくりが求められている
なか、改めて葬儀とお墓について考
えます。先着20人。 日7月28日㈬午
後2時～4時 場消費生活センター
 講シニア生活文化研究所所長小谷
みどり氏 申 問7月2日からの午前9時
～午後5時に、電話で消費生活セン
ター☎042-495-6211へ
※保育あり（先着3人、生後6か月～
就学前まで、要予約）。

夏の体験ボランティア2021
　夏休み期間にさまざまなボランテ
ィア体験ができます。今年度はコロ
ナ禍でもできるプログラムを中心に
開催します。詳細は社会福祉協議会
ホームページをご覧ください。
 対小学生以上の方 日7月26日㈪～8
月31日㈫ 費プログラムにより別途ボ
ランティア保険代、材料費 申7月12日
午前9時～19日午前9時に社会福祉
協議会ホームページの申込みフォー
ムより申し込み 問きよせボランティア

Kiyose花のある公園プロジェクト 
〈ナチュラルマーケット〉

　7月から〈ナチュラルマーケット〉
を開催します。〈ナチュラルマーケ
ット〉は、JA・市内福祉施設にご協
力いただき、「（仮称）花のある公園」
で清瀬の新鮮な野菜などを販売して
いきます。 日毎週水曜日正午～午
後0時30分ごろ。初回は7月7日㈬
 問水と緑と公園課緑と公園係☎
042-497-2098
※公園にお越しの際は新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、必ず
マスクを着用してください。

令和3年度清瀬子ども大学 
音楽の部

　バイオリン・ビオラ・チェロの音
楽隊が、アミューホールにやってく
る！ 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。 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（開場は午後1時）、
2回目公演＝午後3時20分～4時（開
場は午後2時50分） 場アミューホー

ル【演奏】マルシェ弦楽四重奏団
 申 問平日午前9時～午後5時に、電
話で生涯学習スポーツ課生涯学習係
☎042-497-1815へ
※公演の内容はどちらも同じです。

ニュースポーツ体験会　
　誰もが楽しめるニュースポーツを
スポーツ推進委員が多数ご用意して
います。楽しく体を動かして、心も
体もリフレッシュしませんか。ご参
加をお待ちしています。定員30人
程度（超える場合は交代をお願いす
る場合があります）。 日7月11日㈰
午前9時30分～11時30分、午後1時
30分～3時30分 場コミュニティプラ
ザひまわり 持マスク、体育館履き、
タオル、飲み物 直 問生涯学習スポ
ーツ課生涯スポーツ係☎042-497-
1816
※小学生以下は保護者同伴。
※換気やアルコール消毒液の設置・
用具の消毒などを行います。
※体調がすぐれない方は参加をお控
えください。

第49回清瀬市民文化祭 
一般参加者

　日ごろの練習の成果や、作り上げ
た作品を発表する一般団体・個人を
募集します。 対清瀬市内で活動し
ている団体・個人。応募者多数の場
合は抽選
【開催期間】11月6日㈯・7日㈰午前
10時～午後4時 場舞台部門＝清瀬け
やきホール、展示部門＝生涯学習セ
ンター 費1人につき400円（申込み時
ではなく、後日直接文化協会にお支
払いください） 申生涯学習スポーツ
課で配布する申込用紙に必要事項を
記入し、7月30日までに同課窓口へ
提出  問生涯学習スポーツ課生涯学
習係☎042-497-1815

65歳以上の方へ
介護保険料の決定額を通知します

今年度からの通知書（イメージ）

・市民活動センター☎042-491-9027
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　一定所得以下の世帯に受験費用
などの無利子での貸し付けを行い
ます。また、やむを得ない状況で
収入が著しく減少した場合も、貸
付けの対象となる場合があります
（その場合は12月以降の申請）。
高校・大学などに入学後、申請に
より返済（償還）が免除される場
合があります。 対中学3年生・高
校3年生またはこれに準ずる方、

令和3年4月時点で20歳未満の方
【貸付内容】塾代＝上限200,000円
（家庭教師は対象外）、高校受験料
＝上限27,400円、大学等受験料
＝上限80,000円 申 問令和4年1月
31日までに生活福祉課庶務係☎
042-497-2058へ
※相談は時間を要しますので、あ
らかじめ電話で日時の予約をお願
いします。

+
東京都育英資金奨学生の予約募集

　東京都育英資金奨学生の予約募
集は、都内に住所を有し、令和4
年4月に高等学校（中等教育学校
後期課程及び特別支援学校高等部
を含む）または専修学校高等課程
に進学を希望している中学3年生
を対象に、進学後勉学に必要な学
資金の一部（奨学金）を速やかに
借りることができるよう、あらか
じめ奨学金を借り受けることがで

きる候補者として登録するもので
す。【申込み方法】在籍する中学
校で「東京都育英資金貸付申込書」
を受け取り、必要書類を学校に提
出してください（校長の推薦が必
要です）【申込み期限】9月10日㈮
 問公益財団法人東京都私学財団
振興部育英資金課☎03-5206-
7929

5・6歳児のむし歯予防教室
　歯科健診とフッ素塗布（無料）を
行います。むし歯予防のお話や自分
磨きの練習もします（個別）。

きよせにんじんジャム 
2倍ポイントシールの実施

　にんじんジャムを1個お買い求め

 対市内在住の5・6歳児とその保護
者。先着15組 日8月2日㈪午後1時～
3時20分まで（10分ごと各1組）
 場健康センター 持歯ブラシ、タオ
ル、コップ、母子健康手帳
 申 問電話で子育て支援課母子保健
係☎042-497-2077へ
※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、感染症状のある方・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。

美しくウォーキング
　運動不足を解消し、「腰痛」や「ひ
ざ痛」の予防・改善に役立つ正しい
歩き方を学びます。先着50人程
度。 日7月・9月・10月・11月の毎
週火曜日（全15回） 講明治薬科大学
石井文由教授他 申下宿地域市民セ
ンター☎042-493-4033へ（月曜休
館） 問清瀬市体育協会☎042-493-
9028（火・木曜日の午後2時～4時）
※新型コロナウイルス感染症の影響

で延期・変更となる場合があります。

認知症家族会　ゆりの会
　認知症の方を介護するご家族など
の交流を目的に「ゆりの会」を開催
しています。家族の立場で、いま抱
えている問題や悩みを率直に語り合
い、気持ちを少しでも楽にして、明
日へのエネルギーに繋げていくため
の場所です。 日7月14日㈬午後2時
～3時30分 場生涯学習センター
 対現在、認知症の方を介護してい
るご家族など 問介護保険課地域包
括ケア係☎042-497-2082
※新型コロナウイルス感染症の拡大
状況により中止する場合もあります。

よってこカフェ in ふわっとん
　認知症に関心のある方ならどなた
でも利用できます。 日7月13日㈫・
27日㈫午後2時～4時（ラストオーダ
ー午後3時30分） 場Cafeふわっとん
（上清戸一丁目） 費お茶代300円（税
込み、茶菓子付き） 問介護保険課地
域包括ケア係☎042-497-2082
※新型コロナウイルス感染症の拡大
状況により中止する場合もあります。

　少女のお気に入りのぬいぐる
み「ダル」。空港で離ればなれ
になってしまったダルは、少女
を探して世界各国へ。果たして
ダルは少女に再会することがで
きるのでしょうか。スタッフに
よる星空解説もあります。上映
時間は約35分です。
 対どなたでも（小学2年生以下
は保護者と一緒に観覧してくだ
さい）。先着110席 場多摩六都

多摩六都科学館の催し物 多摩六都
科学館ホ
ームページ

科学館 費観覧券付き入館券お
とな1,040円、4歳～高校生420
円  期7月3日㈯から上映。土・
日曜日、祝日の午前10時15分
～。7月20日㈫～8月31日㈫は
毎日午前10時15分～ 申当日開
館時よりインフォメーションに
て観覧券を発売 問多摩六都科学
館☎042-469-6100
※7月の休館日：5日㈪・12日
㈪・19日㈪

キッズプラネタリウム「旅するぬいぐるみ」

受験生チャレンジ支援貸付

いただくごとに、ポイントシールを
2枚差し上げます（通常は1枚）。10
枚集めると、にんじんジャムを1個
プレゼントします。 期7月1日㈭～8
月31日㈫ 問清瀬商工会☎042-491-
6648
※販売店は商工会ホームページ（下
記QRコード参照）をご覧ください。

神山公園の芝生広場を 
一時閉鎖します

　芝生広場の芝生を、これからの季
節に合わせて暑さに強いものに植え
かえるため、しばらく閉鎖します。
閉鎖期間中は広場にロープを掛ける
ので、通行したり、なかで遊んだり
することはできなくなります。ご理
解・ご協力をお願いします。
 場神山公園 期7月5日㈪～25日㈰
 問水と緑と公園課緑と公園係☎
042-497-2098

子ども家庭支援センターの 
ファクス番号が変わります

　子ども家庭支援センターの新しい
ファクス番号は、Ｆ 042-495-7711
です。ご利用の際は、お間違えのな
いようお気をつけください。
 問子ども家庭支援センター☎042-
495-7701

令和3年度　清瀬市子ども・ 
子育て会議の委員

【応募資格】市内在住・在勤・在学
で子育て支援に関心がある方。3人
程度【任期】8月1日㈰～令和5年7月
31日㈪までの2年【会議開催回数】年
2～5回（開催中の保育あり）
 申 問7月1日～13日に子育て支援課
窓口で配布する申込書及び応募理由
書（市ホームページからもダウンロ
ード可）に必要事項を記入し、直接
窓口または郵送で子育て支援課保育
・幼稚園係☎042-497-2086へ

オル、子どもの飲み物 講小宮しのぶ氏
④Let's リトミック
　月替わりのテーマで音楽をまじえて楽
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（1人でお座りで
きるころ～1歳半ごろ）＝午前10時～10
時40分、うさぎクラス（1歳半ごろ～5歳）
＝午前11時～11時40分 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）   持子どもの飲み物、お持ち
であれば名札 講小宮しのぶ氏
⑤自分で作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にお渡しします。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 持普段使ってい
るおはし、筆記用具 講㈱兵左衛門
⑥おけいこアロマ「夏のスキンケア」
　心も潤う心地良い香りのボディクリー
ムを作ります。先着8人。 日8月18日㈬
午後2時～3時30分 費1,800円 講西脇直
子氏
⑦講座「写経教室7月～9月」
　般若心経を通して「写経体」という字
体を学びます。各教室先着18人。 日月

の催し物
清瀬けやきホール

①そうだ じゅげむ きこう　夏休みス
　ペシャル 
　8月のじゅげむは、夏休みスペシャ
ル！ らくご塾で修行したちびっこ落
語家の発表もあります。 日8月21日㈯
午後2時～（開場は午後1時30分） 費一
般＝1,000円（全席自由、中学生以下
無料）【出演】雷門小助六、雷門音助
②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㈭の午後2時～3時10分、21
日㈯の午前11時～午後4時 費2,000円
（3回セット） 講雷門音助
③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

の催し物
コミュニティプラザひまわり

土曜ピラティス教室
　週1回のからだメンテ！ どなたにで
もできる簡単なエクササイズです。先
着15人。 日7月～9月の第1～第4土曜
日午前10時～11時（受け付けは午前9
時30分から） 費回数券。5回券＝5,000

曜教室＝7月12日、8月23日、9月13日。
木曜教室＝7月8日、8月12日、9月9日
いずれも午前10時～正午 費全3回
3,000円 持大筆、小筆、すずり、墨汁、
下敷き、文鎮、半紙 講横田游心氏
⑧工作ワークショップ「オートマタを
　つくろう！」
　身近なものでからくり人形を作って
みよう！ 自由研究におすすめです。
先着6人。 日8月7日㈯午後1時30分～
3時 費500円 持作品を持ち帰る袋、は
さみ
※汚れてもいい服で来てく
ださい
 申 問①はチケット発売
中。いずれも直接窓口また
は電話で清瀬けやきホー
ル☎042-493-4011へ

清瀬けやきホ
ールホームペ
ージ

◆無料パソコン教室（Windows10）
 対パソコンが初めてまたは初級で、4
回とも参加できる方。先着10人 日7月
3日・10日・17日・24日いずれも土曜
日午前10時～正午 費テキスト代400
円 内Windows10基礎、お花見ご案内
・会計報告、インターネット
◆無料スマホ・タブレット教室（iPad
　使用）
 対スマホ・タブレットが初めてまた
は初級の方。先着10人 日7月15日㈭午
前10時～正午 費テキスト代100円
 内基礎知識、操作方法、Wi-Fi・アプ
リ・インターネット
◆倶楽部の無料体験
　1人につき1回のみです。 対65歳以
上の方 日月～土曜日の午前10時～・
午後1時～ 内ビリヤード、ヨガ、ピン
ポン、はつらつ体操、健康麻雀
 申 問一般社団法人きよせ100歳時代☎
042-494-2800

円、10回券＝9,000円、
20回券＝17,000円
 申 問コミュニティプラ
ザひまわり☎042-495-
5100へ

コミュニティプ
ラザひまわりホ
ームページ

詳
し
く
は
こ
ち
ら

（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
が
開
き

ま
す
）
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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
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