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令和3年12月１日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,093人 （19人減）　女　38,862人 （2人増）　計　74,955人 （17人減）
◆世帯数 （ ）内は前月比　36,492世帯（15世帯減）　※人口は、外国人住民（1,303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。

　ロボットを自分で正しく動かし
たり、説明書を見ながらじっくり
工作したり、たくさんのロボット
とふれあって、キミもロボット達
人をめざそう！ 新たに発見され
た相澤ロボット「ロボット楽団」
に も 注 目！ 【 協 力 】株 式 会 社
MANOI企画 期12月2５日㈯～令和4
年1月10日㈪
※イベント、コーナーにより対象
・開催日時・費用・定員・申込み

多摩六都科学館の催し物

方法が異なります。詳しくは、多
摩六都科学館ホームページをご覧
ください。
問多摩六都科
学 館 ☎042-
469-6100
※12月の休館
日：20日 ㈪・
28日㈫～令和
4年1月3日㈪

多摩六都科学館
ホ ー ム ペ ー ジ

冬の特別イベント「ロクトロボットパーク」

日令和4年1月16日㈰午後1時30分
～4時ごろ対どなたでも。先着70
人場アミューホール   持マスク着
用申 問12月1５日の平日午前9時～
午後５時に直接窓口、電話もしく
はファクスで男女共同参画センタ
ー ☎042-49５-7002Ｆ042-49５-

7008へ【主催】アイレックまつり
実行委員会
※無料での上映
です。
※保育あり（先
着 10 人、6 か
月～就学前まで、要予約）。

20212021（第（第2626回）アイレックまつり回）アイレックまつり映画上映会映画上映会
「マダム・イン・ニューヨーク」（日本語字幕付き「マダム・イン・ニューヨーク」（日本語字幕付き））

©Eros International Ltd.

　11月21日に、「第1回きよせボ
ッチャ祭」を開催しました。
　18チーム73人の方が参加し、
熱戦が繰り広げられました。優勝
チームのコスモスには、令和4年
1月23日㈰に羽村市で行われる

「ボッチャ市町村大会」への出場
権が付与されました。清瀬市代表
として頑張ってください！  
問 生涯学習スポーツ課生涯スポ
ーツ係☎042-497-1816

第1回 きよせボッチャ祭の結果
【優勝】コスモス

【準優勝】ＨＫＨ
【第3位】パッショーネ

郷土博物館のイベント

図書館のイベント

①企画展「第37回清瀬美術家展」
　市内在住・在勤の美術家を中心とした清瀬美術家懇話会会員の方々の
作品を展示する、毎年恒例の企画展です。今回はギャラリーのリニュー
アルを記念し講座室にて小品展も同時開催します。ジャンルや会派を超
えた多彩な芸術作品の鑑賞を通じて、アーティスティックなひと時をぜ
ひご堪能ください。  期令和4年1月8日㈯～23日㈰午前10時 ～午後５時

（最終日は午後4時まで。令和4年1月11日㈫・17日㈪は休館日） 
 場 直郷土博物館

ワークショップ　色紙に椿を描いてみましょう！
 対中学生以上。先着10人 日令和4年1月9日㈰午前10時～正午  場郷土博
物館   講清瀬美術家懇話会・院展院友　髙橋新三郎氏 持 赤ボールペン 
②年中行事 「小正月のまゆ玉飾り」
　小正月の行事として繭の豊作を祈って行われていた「まゆ玉飾り」を
参加者の皆さまと一緒に飾り付けをし、再現します。 日 令和4年1月8日
㈯午後1時30分～2時30分 場  直郷土博物館
 申 問①②は直接会場へ。関連イベントは12月1５日午前9時から電話で
郷土博物館☎042-493-8５8５へ

①特別展示「漫画家 谷口ジローさんを偲んで」
　『孤独のグルメ』や『坊っちゃんの時代』などの作
品で、日本だけでなくフランスを始めとするヨー
ロッパでも評価が高い漫画家、故谷口ジローさん
は、以前清瀬市に住んでいたことがあり、作品の
なかには中里富士や中央図書館が描かれています。
谷口さんを偲び、すばらしい作品の数々を中央図
書館で展示します（貸し出しはお一人様一点まで）。
期1 2月1５日㈬～令和4年1月30日㈰

②図書館特別展示コーナー
　年末年始の特別展示として、各図書館（野塩図書
館を除く）でテーマに沿った図書を新たに収集し、展示します。この機
会に、ゆっくりと読書をお楽しみください。各館のテーマは下表のとお
りです。 期12月1５日㈬～令和4年1月30日㈰
問中央図書館☎042-493-4326（月曜日休館）

中央
 エコロジカルライフ　～SDGsを考える
　持続可能でよりよい世界を目指す国際的な目標SDGs。スローライフやオーガ
ニックの新しい生活で、SDGsの在り方について考えてみませんか？

元町
こど
も

　名探偵になりたい！
　名探偵には何が必要？ 暗号を解いたり、トリックを見破る頭脳？ それとも優
れた相棒？ 名探偵の本を読んで、探偵に必要な力を見つけよう！

下宿
 手作りって楽しい
　下手でも見栄えが悪くとも、自分の手作りなら愛着がわきます。時間に余裕
のある時に、ジックリと取り組んでみてはいかがでしょうか。

竹丘
 コロナのあとは美味しいものを
　おうち時間が増え、料理に目覚め腕を上げた人。美味しい物が好きだけど、
外食を控えていた人。すべての人が楽しめる食に関する本を集めました。

駅前
 「贅沢」と「節約」どちらも楽しむ
　心豊かな贅沢生活と楽しみながらの節約生活、相反しているようでつながっ
ています。制限のある生活の中でも、日々の楽しみ方をご提案します。

関連イベント

書名：『歩く人 完全版』
著者名：谷口ジロー
出版社：小学館

の催し物
清瀬けやきホール清瀬けやきホール

 ①そうだじゅげむきこう（12月）
 日12月2５日㈯午後2時～（開場は午後
1時30分） 費一般1,000円、小学生５00
円（全席自由）【出演】春風亭一花、三
遊亭兼太郎
②そうだじゅげむきこう（1月）
 日令和4年1月10日㈪午後2時～（開場
は午後1時30分） 費一般1,000円、小学
生５00円（全席自由）【出演】春風亭柳
枝、入船亭扇ぱい
③アフタヌーンコンサートVol.4
 日12月18日㈯午後2時～（開場は午後
1時30分） 費一般1,200円、友の会1,000
円、学生５00円、未就学児無料

【出演】澤田香萌（バイオリン）、中村
春香（ピアノ）、カンティクム（ジャン
ベアンサンブルグループ）
④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～1歳前後の
赤ちゃん。先着8組 日令和4年1月14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） 講小宮しのぶ氏 持大きめのバ
スタオル、ハンドタオル、子どもの飲
み物
⑤Let's リトミック
　月替わりのテーマで音楽をまじえて
たのしく遊びます。先着12組。 対 1歳
半ごろから５歳まで（うさぎクラス） 
日12月21日 ㈫、 午 前11時 ～11時40
分 費1,５00円（清瀬市子育て・キラリ
・クーポン券が使えます） 講小宮しの
ぶ氏 持子どもの飲み物、お持ちであ
れば名札
⑥講座「写経教室1～3月」
　般若心経を通して「写経体」という
字体を学びます。各回先着18人。
 日月曜教室＝令和4年1月24日、2月7
日、3月7日、木曜教室＝令和4年1月6
日、2月3日、3月3日いずれも午前10
時 ～ 正 午 費3,000円（3回
分） 講横田游心氏 持大筆、
小筆、すずり、墨汁、下
敷き、文鎮、半紙
 申 問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コミュニティプラザひまわり

①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！ 先着1５人。 日12月14日㈫
・21日㈫いずれも午前9時4５分～10時
4５分 講西山奈穂子氏
②太極舞教室
　気血やリンパの流れを促進します。
先着1５人。 日12月14日㈫・21日㈫い
ずれも午前11時～正午 講西山奈穂子
氏
③ピラティス教室
　骨格のゆがみや筋力不足による体調
不良を改善しましょう!!　各曜日先着
1５人。 日水曜教室＝12月1５日・22日
午前9時4５分～10時4５分、午前11時
～正午、金曜教室＝12月17日午前10
時～11時 講嵯峨千枝氏  
費①～③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)
④ヨガ療法　ひまわり教室
　癒しの音楽を聴きながら、心と体の
バランスを整える「ヨガ療法」を一緒
に楽しみましょう‼ 日12月21日㈫午

前10時 ～11時30分 費1回1,200円（ 月
会費制）、初回体験は無料 持マスク、
ヨガマット（無い場合はバスタオル）、
運 動 し や す い 服 装、 飲 み 物、 タ オ
ル 講国際ヨガ協会トレーナー・ヨガ
療法士　松山伸子氏
⑤テニス教室1月～2月コースの無料
　体験会  
　各回3人。 日①スローテニス教室（初
心者～初中級者向け）12月22日㈬②ラ
ンアップテニス教室（初中級者～中級
者向け）12月24日㈮いずれも午前9時
～11時、午前11時～午後1時 講佐藤喜
裕氏 持テニスラケット（お持ちでない
方はご相談ください）、テニスシュー
ズ(スパイク付きを除くスニーカー可)、
運動ができる服装、飲み物、タオル
 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。

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

コミュニテ
ィプラザひ
まわりホー
ムページ


