
令和３年（2021年）12月15日号6 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。

令和3年度健康測定会
　年に1回、ご自身の健康づくりの
ために、ぜひお役立てください。
 対清瀬市国民健康保険加入者。先
着30人 日12月23日㈭午前9時30分
～11時30分、午後1時30分～3時30
分 場健康センター  内各種測定、健
康相談、食生活相談など 申 問電話
で健康推進課成人保健係☎042-
497-2076へ

【市民伝言板利用案内】
●令和4年2月1日号掲載希望の「催し物」の原稿は、12月15日午前8時30分から令和4
年4年1月4日までの間に受け付け。先着25枠。令和4年3月15日号掲載希望の「サー
クル仲間募集」の原稿は令和4年2月15日までに受け付け。◦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

1歳6か月健診
　内科・歯科診察、歯みがき、計測、
保育・栄養などの相談を行います。 
対令和2年6月生まれの幼児 日令和4
年1月11日㈫ 場健康センター 持記入
した健康診査アンケート一式、母子
健康手帳、子どもの健康保険証、子
ども用歯ブラシ、子どものお出かけ
グッズ（オムツ、着替え、お茶、タ
オルなど）、バスタオル 問子育て支
援課母子保健係☎042-497-2077
※混雑緩和のため受付時間を調整し
てご案内しています。詳しくは事前
送付する案内をご確認ください。
※「子どもの計測日」は中止です。

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か月から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） 日令和4年1月12日㈬

雑木林の維持管理作業
　清瀬の自然を守る会では、カタク
リなどの早春の植物のため、落ち葉
掃きを中心に冬の雑木林（都・市有
林）の維持管理作業を下記の日程で
行います。皆さまのご協力をお願い
します。参加自由です。いい汗をか
いてみませんか。 日下表参照。時
間はいずれも原則午前9時～午後2
時30分ごろ。12月18日㈯、令和4年
2月12日㈯は正午まで雑木林ボラン
ティア体験あり 持昼食、飲み物、
作業手袋、帽子（道具は会場にあり
ます） 問清瀬の自然を守る会事務局
☎Ｆ042-492-0710
※小雨の場合は、事務局へ当日午前
7時～8時にお問い合わせください

※雨天時は翌日に延期。12月18日
㈯、令和4年2月12日㈯は雨天中止。

withコロナの働き方相談会
◆キャリアコンサルタントによる　
　働き方相談会
　各時間先着2人 。 日令和4年1月
14日㈮ 、27日㈭午前10時30分～
11時15分、午前11時30分～午後0
時15分、午後1時15分～2時 場きよ
せコワーキングスペースことりば
（相談室他） 申 12月15日
から右記申込みフォーム
でNPO法人ダイバーシテ
ィコミュへ
※保育あり（先着6人、6か
月～就学前まで、要予約）。
◆出張マザーズハローワー ク　
 仕事と子育て、 介護などの両立が
しやすい求人情報を提供します。  
日令和4年1月14日㈮ 、27日㈭午前
10時～午後3時（最終受付は午後2時
30分）  場 直生涯学習センター  （展示
ホール）
問いずれもNPO法人ダイバーシティ
コミュ☎042-508-2650（平日午前9
時～午後5時）Ｍinfo@diversitycom
mu.com

女性のための 
ピアサポート交流会

◆第3回　 そんなに頑張らなくていよ。
 みんなどうしてる？　　 シングルママの
 お話し会
 対子育て・妊娠中のシングルマザー。
先着6人 日令和4年1月30日㈰午前
10時～正午 場きよせコワーキング
スペースことりば【協力団体】ひと
り親の会　立川みらい
 申 問12月15日から令和4
年1月28日までに右記申
込みフォームからNPO法
人ダイバーシティコミュ
☎042-508-2650（平日午

市営駐輪場定期利用者
　清瀬駅北口第2駐輪場、秋津駅南
口・北口駐輪場の定期利用者を現地
受け付けします。管理人常駐時間は
平日午前6時30分～10時30分と午後
2時30分～6時30分、バイクは125cc
まで可（清瀬駅北口第2駐輪場は平
日午前6時30分～午後6時30分まで
常駐） 費自転車は一般＝6か月7,200
円・1年14,000円、 学 生 ＝6か 月
5,000円・1年10,000円。バイクは一
般・学生ともに6か月12,000円・1年
24,000円（障害者手帳をお持ちの方
は自転車のみ半額） 持利用料金、割
引の適用を受ける方は学生証のコピ
ーもしくは障害者手帳 問シルバー
人材センター☎042-494-0903

オペラ鑑賞会▶くるみ割り人形・チャ
イコフスキー・英国ロイヤルバレエ。
12月25日㈯13時30分開演、アミュー

作業日 作業場所 集合場所

12月14日㈫ 野塩一丁目
市有林 柳原橋脇広場

12月18日㈯ せせらぎ公園
周辺

せせらぎ公園
管理棟

12月21日㈫ せせらぎ公園
周辺

せせらぎ公園
管理棟

令和4年
1月11日㈫ 台田市有林 どろんこ保育園

北側の広場

1月18日㈫ 中里緑地保全
地域C地区

せせらぎ公園
管理棟

1月25日㈫ 中里緑地保全
地域A地区 梅坂橋横広場

2月1日㈫
御殿山緑地
保全地域 御殿山緑地2月8日㈫

2月12日㈯

6か月から8か月児＝
午前9時45分～11時、
9か月から11か月児＝
午前11時～午後0時15
分 場健康センター 持母子健康手帳、
子どものおでかけグッズ 申 問12月
15日から電話で子育て支援課母子
保健係☎042-497-2077へ

令和3年10月生まれ 
新米ママと赤ちゃんの会　

　初めての子育てで困ったことなど
皆でお話ししましょう。4回連続の
仲間作りの講座です。 日令和4年1月
11日㈫・18日㈫・25日㈫午前10時
～正午、2月1日㈫午後1時30分～3
時30分 場きよせボランティア・市
民活動センター 費各回500円（清瀬
市子育て・キラリ・クーポン券が使
えます）  申  問右記申込み
フォームまたはメールで
NPO法人ウイズアイ☎
042-452-9765Ｍ aiai＠
with-ai.netへ

申込み
フォーム

市民活動団体等への補助金
　新型コロナウイルス感染症の拡大
により生じた事業の停滞や新たな地
域課題への解決に向けた取り組みに
対して補助金を交付します。詳しく
は、市ホームページをご覧ください。 
問企画課市民協働係☎042-497-
1803

新型コロナウイルス感染症生活困窮者 
自立支援金申請の延長・再支給

　社会福祉協議会が実施する特例貸
付が限度額に達したなど一定の要件
に該当する生活困窮者世帯に支給す
る「新型コロナウイルス感染症生活

困窮者自立支援金」の申請期限を令
和4年3月31日まで延長します。
 問生活福祉課庶務係☎042-497-
2058
※詳しくは上記へお問い合わせくだ
さい。

クレア市営駐車場が 
一部利用できなくなります

　大規模修繕工事に伴い、駐車場が
一部利用できなくなります。その他
の部分は通常どおりご利用いただけ
ます。ご不便をおかけしますが、ご
理解・ご協力をお願いします。
 期5階＝令和4年1月11日㈫～22日
㈯、6・7階＝令和4年1月11日㈫～2
月4日㈮
※天候などの諸事情により期間が変
更になる場合があります。
 問道路交通課交通安全係☎042-
497-2096

公立昭和病院年末年始 
休診等のお知らせ

　12月29日㈬から令和4年1月3日㈪
まで一般外来診療を休診します。救
急診療は通常どおり行いますが、重
症重篤患者を優先的に診療しますの
で、待ち時間が長くなる場合があり
ます。ご来院の際は、必ず電話で事
前に連絡をいただきますようお願い
します。また、紹介状の持参のない
場合には、選定療養費として5,500
円をご負担いただきます。 問公立
昭和病院☎042-461-0052（代表）

償却資産の申告
　市内で事業を営んでいる方は、個
人・法人を問わず、事業用として所
有する機械・器具などの資産を市に
申告することが地方税法に定められ
ています。これらの事業用資産は償
却資産と呼ばれ、土地・家屋ととも
に固定資産税の課税対象となりま
す。 対令和4年1月1日現在、市内の
共同住宅・店舗・事務所・工場など
に、事業用として機械・器具・備品
などの償却資産を所有または賃貸し
ている事業者 【申告期限】令和4年1
月31日 問課税課固定資産税係☎
042-497-2042
※令和4年度償却資産申告書は、12
月上旬～中旬に送付する予定です。
申告書が届かない場合は、上記へご
連絡ください。

新型コロナウイルス感染症の 
影響に伴う国民健康保険税の減免
　新型コロナウイルス感染症の影響
により、主たる生計維持者の令和3
年の収入が前年より3割以上減少す
る見込みの世帯について、申請によ
り減免を受られる場合があります。

【申請期限】令和4年3月31日まで
 問保険年金課国保係☎042-497-
2048
※条件など詳しくは市ホームページ
をご覧いただくか上記へお問い合わ
せください。

ホール、無料、清瀬稲門会・佐々木☎
042-494-2259

申込み
フォーム

申込み
フォーム

前9時～午後5時）Ｍinfo@diversityco
mmu.comへ
※保育あり（先着6人、6か月～就学前
まで、要予約）。

総務省が主催する 
デジタル活用支援講座

   スマートフォンの電
源の入れ方、操作方法、
マイナンバーカードを
活用したデジタル行政手続きの方法
などを学べるスマホ教室を無料で開
催します。 場 申 問電話
でソフトバンク清瀬（元
町 一 丁 目 ）☎042-492-
5104へ
※講座内容によっては持
ち物がある場合がありま
す。詳しくは上記へお問
い合わせください。

シルバー人材センター 
PRセミナー

◆健康度測定セミナー
 対都内在住の60歳以上でシルバー
人材センターに未入会の方。先着
25人 日令和4年1月25日㈫午後1時
30分～4時 場清瀬けやきホール 
申 問12月15日午前9時から電話で
（公財）東京しごと財団シルバー講
習担当係☎03-5211-2571へ  

詳しくはこ
ちら（デジ
タル活用支
援ポータル
サイト）


