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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

1
日

ふじ井内科クリニック
元町1-11-14☎042-4９3-7122

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

2
日

花園医院
松山3-５-14☎042-4９1-031５

天川
医師

3
日

廣橋小児科・内科医院
元町1-５-3☎042-4９3-7400

石川
医師

９
日

宇都宮小児科内科クリニック
元町1-８-2☎042-4９1-５５５６

加藤
医師

10
日

とみまつ小児科循環器クリニック
元町1-1-14☎042-4９7-34５６

倉田
医師

16
日

宮本医院
松山1-42-６☎042-4９1-0５47

笹原
医師

23
日

武蔵野総合クリニック
元町1-８-30☎042-4９６-701５

島崎
医師

30
日

中島医院
元町1-3-4５☎042-4９５-６727

島田
医師

1月の
※医療機関に電話でご連絡のうえ、受診してください。内科は昼の休憩時間
が医療機関によって異なります。また、インフルエンザ検査を実施していな
い医療機関もございます。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

1・2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1月4日から。

1月2８日㈮午前９時30分
～11時30分

健
康
セ
ン
タ
ー

2.ママの時間
　感染症対策として時間を短縮して実施しま
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。

1月2６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.乳幼児救急講座
　AEDの使い方など、いざ！ というときの子ど
もの応急処置を学びます。 対3歳くらいまでの
乳幼児の保護者または妊娠中の方で今年度初
めて参加する方。先着12組　※予約制。申込み
は1月4日から。

2月10日㈭午前９時30分
～11時30分

（受け付けは午前９時～）

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。

1月21日㈮、2月1８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 内定期健診
・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９月②平成30年12月に生まれた乳幼児とその保護者
 日①1月1８日㈫②1月2５日㈫　※子どもの計測日は中止です。
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（ 場コミュニティプラザひまわり 問子ども家庭支援センター 
☎042-4９５-7701）、野塩（ 場曜日ごとに場所が変更になります）／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。

東京都都市計画審議会傍聴者
　第236回東京都都市計画審議会の
傍聴者を募集します。定員15人（応
募者多数の場合は抽選）。 日2月9日
㈬午後1時30分～ 場東京都庁内会議
室（新宿区西新宿二丁目） 申 問1月
19日（当日消印有効）までに住所、
氏名、電話番号、傍聴希望の旨を記
載した往復ハガキで〒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
※申込みは1人1通のみ有効です。
※傍聴者として決定した方には、決
定通知をお送りします。

下水道モニター
【応募資格】令和4年4月1日現在、都
内在住の18歳以上の方（公務員、過
去にモニターを経験した方、島しょ
在住者を除く）で、ホームページの
閲覧とメールの送受信ができる方。
定員1，000人程度（応募者多数の場
合は選考により決定）【任期】4月1日
から1年間【謝礼】回答数に応じ図書
カードを贈呈（任期末にまとめて送
付） 内アンケート（5回）
の回答など 申1月4日か
ら2月28日までに東京
都下水道局ホームペー
ジから申込み 問東京都
下水道局総務部広報サ
ービス課☎03-5320-6693

シルバー人材センター会員
　入会には説明会への出席と研修の
受講が必須です。 対市内在住で原
則60歳以上の健康で働く意欲のあ

弁護士が無料で相談に応じます。
 日1月26日㈬午前10時～正午 場コ
ミュニティプラザひまわり 申 問電
話できよせ権利擁護センターあいね
っと☎042-495-5573へ

◆市（まちづくり応援寄附金）へ
　岸本司郎様（50,000円）、原田潤
三様（11,000円）
◆市（一般等寄附金［新型コロナウ
　イルス感染症対策］）へ
　全日本不動産協会多摩北支部様
（100,000円）
　ありがとうございました。

る方 日説明会＝1月11日㈫午後1時
30分～、研修会＝1月17日㈪午後1
時30分～ 直 問シルバー人材センタ
ー（松山三丁目）☎042-494-0903
※書類への記入が必要となるため、
必ず事前にお問い合わせください。

東村山都市計画案の縦覧

 期1月4日㈫～18日㈫午前8時30分
～午後5時（土・日曜日、祝日を除
く） 場都市計画課窓口
【縦覧する都市計画案】東村山都市
計画地区計画下清戸線沿線地区、東
村山都市計画用途地域、東村山都市
計画高度地区
◆意見書の提出
 対関係住民、利害関係者 申1月18日
（必着）までに下記まで郵送または
持参
 問都市計画課都市計画係☎042-497-
2093
中清戸四丁目土地区画整理事業
　中清戸四丁目土地区画整理事業に
ついて、令和3年12月10日に東京都
知事の組合設立認可を取得しました
のでお知らせします。
【施行者の名称】清瀬市中清戸四丁
目土地区画整理組合
【施行者の種別】組合施行（区画整理
法第3条第2項）
【事業地の所在】中清戸四丁目地内
 問都市計画課用地係☎042-497-
2083

検察審査員に選ばれたら 
ご協力を！

　交通事故、詐欺などの被害にあっ

たのに、検察官がその事件を裁判に
かけてくれない（不起訴処分にした）
場合に、検察官のした処分が正しか
ったかどうかを審査するのが検察審
査会です。検察審査会は、選挙権を
有する20歳以上の方のなかからく
じで選ばれた11人の検察審査員で
構成されています。法律的な専門知
識は必要なく、社会通念上妥当かど
うかを判断します。検察審査員に選
ばれた時には、国民の代表としてご
協力をお願いします。 問立川検察
審査会事務局☎042-845-0292

福祉法律専門相談
　相続、遺言、権利侵害、その他ト
ラブルなど、法律的な問題について

東京都下水道
局ホームペー
ジはこちら

郷土博物館のイベント
①年中行事「小正月のまゆ玉飾り」

　小正月の行事として、まゆ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し、再現します。
 日1月8日㈯午後1時30分～2時30分 場 直郷土博物館
②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。アーティスティッ
クなひとときをぜひご堪能ください。
 期1月8日㈯～23日㈰の午前10時から午後5時まで（最終日は午後4時ま
で） 場 直郷土博物館
【主催】郷土博物館、清瀬美術家懇話会
※1月11日㈫・17日㈪は休館。
 問郷土博物館☎042-493-8585

図書館からのお知らせ
年始の休館・開館のお知らせ
　野塩図書館を除く各図書館は、1月4日㈫から開館します。開館時間
は下表のとおりです。年始の休館中は、資料の返却はご遠慮ください。
ご理解・ご協力をお願いします。
 問中央図書館☎042-493-4326

中央 元町
こども 下宿 野塩 竹丘 駅前

1月1日㈯
～3日 ㈪ 休館日 改

修
工
事
の
た
め
休
館

休館日

1月4日 ㈫ 午 前10時
～午後5時 午 前10時

～午後5時
午 前10時
～午後5時

午 前10時
～午後5時

午前10時
～午後6時

1月5日 ㈬ 午 前10時
～午後7時

午前10時
～午後8時

日付
館名


