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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：電子ピアノ、ランニングマシン　★ゆずってください：今回はありません。
申 問11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）

◆市（一般等寄付金）へ
バードゴルフ様（5,369円）
◆社会福祉協議会へ
匿名様4件（323,000円）
ありがとうございました。

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 1日㈬・8日㈬・15日㈬・22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

※11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 1日㈬午後1時～3時
（いずれも４0分3枠）

土地家屋調査士
相談（境界・測量
・登記）

2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 8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）

8日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談
15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 15日㈬午後1時～3時
（いずれも30分４枠）

交通事故相談 22日㈬午後1時～3時30分
（50分3枠）

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（日曜、祝日を除く）
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。
※2回目以降はオンライ
ン相談も可能。詳しくは
上記へお問い合わせくだ
さい。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談
2日㈭・7日㈫・10日㈮・16日㈭・21
日㈫・2４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） 16日㈭午後5時30分～8時50分
DV・モラハラ相
談

1日㈬・8日㈬・9日㈭・15日㈬・23日
㈭午前10時～午後3時50分

法律相談 1４日㈫・28日㈫午後2時～４時

しごと相談 3日㈮・21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12 予＝予約　直＝直接　電＝電話

柳泉園組合職員（地方公務員）
【募集人員】一般職（一般事務）若干
名【受験資格】昭和62年4月2日以降
に生まれ、学校教育法による大学、
専門学校または高等学校を卒業か、
令和4年3月卒業見込みの方
【提出書類】履歴書、最終学歴の卒
業証明書（または卒業見込み証明書）
および成績証明書、写真2枚（3㌢×
4㌢）【試験日】12月11日㈯
【採用日】令和4年4月1日 申 問11月
15日から26日までの平日午前9時か
ら午後5時までに、直接窓口もしく
は郵送（必着、簡易書留）またはメ
ールで〒203-0043　東久留米市下
里4-3-10　柳泉園組合総務課庶務文
書係☎042-470-1545Ｍ soumuka@ry
usenen.or.jpヘ
※詳しくは、柳泉園組合ホームペー
ジまたは上記にお問い合わせくださ
い。

両親学級(1コース2日制）
　1日目はお産のお話、栄養の話な
ど、2日目は赤ちゃんのお風呂の入
れ方、先輩パパのお話などを学びま
す。 対現在妊娠されているご夫婦
（お1人での参加、どちらか1日だけ
の参加も可）。1日目＝先着18人、2
日目＝先着12人  日1日目＝12月17
日㈮午後2時20分～4時、2日目＝令
和4年1月14日㈮午後2時20分～3時
50分 場健康センター 申 問11月15日
から電話で子育て支援課母子保健係
☎042-497-2077へ

スマイルベビーきよせ 
プレママプレパパ相談

　助産師が母乳育児や
出産に向けてのご相談
をお受けします。個別
での開催なので、ゆっ
たりお話ができます。ご希望により
沐浴（水なし）や妊婦体験も実施し
ます。各日先着3組。 対現在妊娠さ
れているご夫婦（お1人でも参加で
きます） 日12月20日㈪、令和4年1
月24日㈪午後1時15分～、午後2時5
分～、午後2時55分～（各回30分～
40分間） 場健康センター 持母子健康
手帳 申 問11月15日から電話で子育
て支援課母子保健係☎042-497-
2077へ

スマイルベビーきよせ 
すくすく授乳相談

　助産師へ授乳相談ができます。個
別での開催なので、ゆったりとご参
加いただけます。 対授乳相談をご
希望の方。各日先着3組 日12月20日
㈪、令和4年1月24日㈪午後1時15分
～、午後2時5分～、午後2時55分～
（各回30分～40分間） 場健康センタ
ー 持母子健康手帳、子どものお出
かけグッズ 、バスタオル 申 問11月
15日から電話で子育て支援課母子
保健係☎042-497-2077へ

「医療費のお知らせ」の送付
　清瀬市国民健康保険のご加入者
へ、令和2年11月～令和3年6月診療
分の医療費のお知らせを送付しま
す。なお、令和3年7月～令和3年10
月診療分の医療費のお知らせは令和
4年2月中旬から下旬に送付予定で
す。このお知らせは、医療費控除に
も使用できます。 問保険年金課国
保係☎042-497-2047
※医療費控除に関することは税務署
にお問い合わせください。

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
い活動などに対して、審査のうえ助
成します。 対見守り・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
により基準が異なります）
【決定・交付】令和4年1月下旬
 申 問12月28日までに社会福祉協議
会窓口で配布する申込書（同協議会
ホームページからもダウンロード

都営住宅(地元割当)入居者
【募集戸数（全3戸）】＜２人以上世帯
向け住宅＞清瀬市竹丘三丁目＝（3Ｄ
Ｋ）1戸、清瀬市中里四丁目＝（2ＤＫ）
1戸＜3人以上世帯向け住宅＞清瀬
市野塩＝（3ＤＫ）1戸
【募集案内の配布期間】11月17日㈬
～26日㈮【申込み締切日】11月29日
㈪（当日消印有効）
【募集案内の配布場所・時間】市役
所1階案内、生活福祉課、都市計画
課、松山出張所＝平日午前8時30分
～午後5時（平日の午後5時～8時と
土・日曜日は市役所夜間休日窓口で
配布）、各地域市民センター、生涯
学習センター＝各センター開館日の
開館時間内で配布 問都市計画課都
市計画係☎042-497-2093
※詳しくは、市ホームページまたは
上記にお問い合わせください。

第235回東京都都市計画審議会 
の傍聴者

日12月22日㈬午後1時30分～ 場東
京都庁（新宿区西新宿二丁目） 
申 問12月1日（消印有効）までに、
往復はがきに住所、氏名、電話番号、
傍聴希望の旨を記入し、〒163-
8001　東京都新宿区西新宿2-8-1　
東京都都市計画課☎03-5388-3225
へ

「スポーツウエルネス吹矢教室」
受講生

　先着8人。 日毎月第1・3金曜日午
前10時～正午 場竹丘地域市民セン
ター 費2,100円（年内3回分、初回体
験は無料 ）、マウスピース代110円
講日本スポーツウエルネス吹矢協会
公認指導員 申 問電話で竹丘地域市
民センター☎042-495-1717へ

可）に、必要事項を記入し、直接社
会福祉協議会☎042-495-5333へ
※対象活動に関わる相談は、随時受
け付けます。

野焼きは禁止です
　「洗濯物ににおいがついて困る」
「煙たくて家の窓を開けられない」
など、野焼きに対するご意見が多く
寄せられています。現在、野焼きは
原則禁止されています。
　慣習行事や病害虫駆除のための焼
却行為といった例外もありますが、
近隣住民からの通報がある場合は、
指導の対象となります。 問環境課
環境衛生係☎042-497-2099

公共下水道への 
接続のお願い

　現在、市内のほぼ全域で公共下水
道（汚水）の利用ができるようにな
っていますが、まだ公共下水道への
切り替えが行われていない住宅があ
ります。公共下水道が使用できるよ
うになってからは、汲み取り便所や
浄化槽を改造し、公共下水道へ接続
することが下水道法により義務付け
られています。汲み取り便所や浄化
槽を使用している方は公共下水道へ
の切り替えをお願いします。
　なお、切り替え工事は、市の指定

下水道工事店でなければ施工できま
せんのでご注意ください。詳しくは
下記へお問い合わせください。 
問下水道課施設計画係☎042-497-
2532

シルバー人材センター 
リサイクル事業のご利用を

　ご家庭で不用になった木工家具な
どを清掃・補修し、リサイクル商品
として低価格で展示販売していま
す。 日金曜日を除く毎日。午前9時
～午後4時 場 直 問シルバー人材セン
ター（松山三丁目）☎042-494-1918

おさがりモンスター
　寄付で集めたサイズ120㌢までの
子ども服を無料でもらえるイベント
です。 日11月22日㈪午前11時～午
後4時 場清瀬けやきホール 問（一社）
日本こども服おさがり協会・小林☎
080-3028-4087【後援】清瀬市


