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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：今回はありません　★ゆずってください：今回はありません
 問リサイクル情報へ登録ご希望の方は消費生活センター☎042-495-6211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 2日㈬・9日㈬・16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

※1月17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。

※2月23日㈬は祝日のた
め相談は実施しません。

人権身の上相談 2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）

3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 9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）

9日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談
16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 16日㈬午後1時～3時
（30分４枠）

交通事故相談 16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 1日㈫・3日㈭・15日㈫・17日㈭・25
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
※原則女性のみ。
※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） 17日㈭午後5時30分～8時50分
DV・モラハラ相
談

2日㈬・9日㈬・10日㈭・16日㈬・2４
日㈭午前10時～午後3時50分

法律相談 8日㈫・22日㈫午後2時～４時

しごと相談 ４日㈮・15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2 予＝予約　直＝直接　電＝電話

市民の皆さまの健康づくりをサポート

あなたも健康づくり推進員になりませんか？
　健康づくり推進員は、市と協働しながら、市民の
皆さまの健康づくりを推進するさまざまな活動を担
っています（熱中症予防、健康講座、こころやから
だの健康に関する普及啓発活動など）。
　健康づくり推進員は部会に所属し、健康づくりに
関する企画や運営を主体的に行います。広く皆さま
のご参加をお待ちしています。
・いきいきハイキング
・中里健やかクラブ
・のびやか体操グループ
・さわやか健康クラブ
・花みずきの会

　活動を通じて、健康に関する知識を得たり社会参
加をしたりする機会が増え、ご自身の健康づくりに
もつながります。 対市内在住で健康づくりに関心
をもち、健康づくりを意欲的に広めていく活動がで
きる方。自らの心身の健康管理ができる方

【任期】令和4年4月～令和6年3月
末（任期は2年以内、再任可）【定員】45人 問健康推
進課成人保健係☎042-497-2076

サポーターを随時募集しています

児童センターの再開
　空調・換気設備改修
工事に伴い、令和3年
８月3１日より休館して
いた児童センター（中
央児童館・貸館・子ど
も家庭支援センター）を再開します。
【再開日】2月１6日㈬午前9時 問中央
児童館・貸館について＝2月１5日ま
で☎070-2467-８604、2月１6日以降
☎042-495-7700、子ども家庭支援
センター☎042-495-770１

◆社会福祉協議会へ
ふれあい募金箱（44,73１円）
肥沼隆男様（１0,000円）
グループあじさい様（１0,000円）
複十字病院（600円）
匿名様 １件（１,000円）
ありがとうございました。

　熱中症予防や感染症予防をはじめ、“こころやか
らだの健康づくり”に関する普及啓発活動にお手伝
いいただける方を、随時募集しています。チラシの
配布やポスター掲示などから地域の健康づくりに参

加してみませんか。ご興味のある方
は、ぜひ健康推進課成人保健係までご
相談ください。 問健康推進課成人保
健係☎042-497-2076

ことりばことりば フェスタ フェスタ 出店者募集

　“ことりばフェスタ”は清瀬市を
中心に起業している、または起業
を目指す方を応援しています。第
2回はコロナ禍における新しいフ
ェスタのあり方として、オンライ
ンでの開催です。 日2月26日㈯午
後１時～4時 
◆出店者募集 
対起業を目指す、起業をしている
方でオンラインでの出店にチャレ
ンジしたい方。清瀬市近隣で事業

活動しており、活動拠点を清瀬市
近隣においている団体または個
人。定員１5組（状況により増減し
ます） 費１,000円（出店料） 申 １月
20日 ま で に 申 込 み フ ォ ー ム か
ら （右記QRコード参照） 問株式会
社シーズプレイス
☎042-5１2-995８Ｍkiyo
fes@gmail.comへ
※選考のうえ、出店者
を決定します。

　マイナポイント第１弾は令和3
年１2月3１日で終了し、１月１日か
ら第2弾が始まりました。
 対マイナンバーカードを新規に
取得した方（マイナンバーカード
をすでに取得した方のうちマイナ
ポイント第１弾で上限5,000ポイ
ントまで付与されていない方を含
む）
◆マイナポイントとは？
　マイナンバーカードを使って予
約・申込みを行い、選んだキャッ
シュレス決済サービスでチャージ
や買い物をすると、そのサービス
で、１人あたり最大5,000円分の
ポイントが付与されます。
◆ポイントの取得のためには？
　マイナンバーカードを使って、
事前にマイナポイント予約とご自

身がお使いになるキャ
ッシュレス決済業者への申込みが
必要です。
◆マイナポイント予約
・申込方法
　右記ORコードもしく
は総務省のホームペー
ジをご覧ください。
 問情 報 政 策 課 ☎042-
497-１８45、 マ イ ナ ン
バーカードの申請および交付につ
い て ＝ 市 民 課 ☎042-497-2037、
国のマイナンバー総合フリーダイ
ヤル☎0１20-95-0１7８
※健康保険証の利用登録および公
金受取口座の登録によるマイナポ
イント付与については、詳細がわ
かり次第、市報や市ホームページ
などでお知らせします。

マイナポイ
ントの予約
については
こちら

マイナポイント第２弾が始まりました

　現在、5つの部会があ
り、ハイキングや体操、
地域でのサロン活動など
多岐にわたる活動を実施
しています。

公開講座
「広げよう　健康づくりの輪　
～生涯健幸をめざして～」

  健康づくり推進員としての活動を希望される方
は、研修の受講が必須となります。当日の受講が難
しい方は、ご相談ください。 対市内在住の方。先
着50人 日3月１7日㈭午後１時30分～3時 場アミュー
ホール 講東京都健康長寿医療センター研究所　社
会参加と地域保健研究チーム　藤田幸司氏 
申 問直接窓口または電話で健康推進課成人保健係
☎042-497-2076へ

申込み
フォーム


