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今号の主な内容▶4面：令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への臨時特別給付）：「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の手続きについて

◆市・都民税、所得税などの申告について◆
本号折り込みの「税の申告特集号」をご覧ください。

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 3 回 目 接 種新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 3 回 目 接 種
◆接種券の発送について
令和3年6月末までに2回目接種を完了した約8,000人の接種券を下記

の日程で発送します。なお、それ以降も順次発送します。
対象者 発送時期 発送対象者数

令和３年６月1日～15日に
2回目の接種を完了した方 1月1３日㈭ 約2,000人
令和３年６月1６日～2３日に
2回目の接種を完了した方 1月19日㈬ 約３,000人
令和３年６月24日～３0日に
2回目の接種を完了した方 1月2６日㈬ 約３,000人

実施日 受付場所 時間 定員
1月17日㈪

健康センター
午前9時～正午

（午前8時３0分に
整理券を配布）

各 日３00人（ 超 え
た場合は集団接
種会場をご案内し
ます）

1月24日㈪
1月３1日㈪
2月9日㈬

※2月9日㈬以降も週1回窓口受付を行う予定です。

◆予約方法
①電話③オンラインは接種券が届き次第予約可能です。
※お手元に通知書兼接種済証をご用意ください。
①電話
清瀬市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター☎042-

497-1507（土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後6時30分）
②窓口
市内医療機関の予約は下記の日時で行います。それ以外の日時では、

市の集団接種会場（武田／モデルナ社製ワクチン）のみのご案内となり
ます。

　予約システムログイン時に接種券に記載されているIDとパスワードの
入力が必要です。
※1回目・2回目と異なり、パスワードは生年月日（西暦８桁）ではありま
せんのでご注意ください。

◆ワクチンの接種状況（1月10日現在）
対象者 1回目接種済 2回目接種済 3回目接種済
69,124人 59,656人（86.3㌫） 59,189人（85.6㌫） 923人（1.3㌫）

令和4年1月4日現在 
地区 接種会場 住所 実施する曜日 時間帯 備考
下宿 下宿地域市民センター３階会議室 下宿2-524-1 月～金曜日 午後 織本病院が実施。一部地域から送迎バスあり。
野塩 山本病院 野塩1-３28 月・水曜日 午前・午後 接種当日は別棟リハビリ室で受け付け、接種。

元町

とみまつ小児科循環器クリニック 元町1-1-14
プランドールJ2階 日曜日 午後 駐車場のご用意はありません。

中島医院 元町1-３-45 月・水・金曜日 午後
廣橋小児科・内科医院 元町1-5-３ 月～日曜日 午前・午後 日曜日は午前9～10時のみ。
武蔵野総合クリニック 元町1-8-３0 不定期 不定期 予約は自院で受け付け。

【電話番号】042-49６-7015【受付時間】午前9時～午後4時

清瀬診療所 元町1-1３-27
火曜日（毎週）
・日曜日（不定
期）

火曜日＝午前、
日曜日＝午前ま
たは午後

予約は自院で受け付け。通院歴のある方のみ。
【受付時間】午前10時～午後4時

松山
岩田皮膚科クリニック 松山1-27-4M&Sビル 土曜日 午後 駐車場のご用意はありません。
大塚耳鼻咽喉科医院 松山1-40-21 月～日曜日 午前・午後 日曜日は不定期。
複十字病院 本館 松山３-1-24 土曜日 午後
花園医院 松山３-5-14 不定期 不定期 予約は自院で受け付け。通院患者のみ。

竹丘

救世軍清瀬病院 竹丘1-17-9 月・水曜日 午後
竹丘病院 竹丘2-３-7 火・木・金曜日 午後

東京病院 竹丘３-1-1 水・金曜日 午後
水・金曜日が祝日の場合は木曜日に実施。新型コロナウ
イルス感染症の拡大状況により中止・変更になる場合があ
ります。

清瀬リハビリテーション病院 竹丘３-３-３３ 月・火・木曜日 午後
予約は自院で受け付け（受付開始時期は病院ホームページ
参照）。

【専用電話番号】042-49３-６11３
【受付時間】平日午前10時～正午、午後1時～３時

梅園

信愛病院 梅園2-5-9 月・火・木曜日 午後

ベトレヘムの園病院 梅園３-14-72 未定（検討中） 午前
予約は自院で受け付け（予約開始日・受付時間は病院ホー
ムページに掲載予定）。

【電話番号】042-491-2525
【集団接種会場】ひだまりの里き
よせ地域交流スペース 梅園３-1-３0 月～金曜日 午後 武田/モデルナ社製ワクチンを使用。2月22日開始予定。

【留意事項】接種開始日は会場によって異なります。曜日・時間帯は変更する場合があります。原則、祝日は接種を実施しません。

③オンライン
接種券が届いた方は、清瀬市新型コロナウイルスワクチン

接種予約システム（Ｕhttps://vaccine-yoyaku.jp/kiyose/）から24
時間予約できます。右記QRコード参照。
　予約をする際は市から届いた接種券をお手元にご用意ください（下図
参照）。

 問清瀬市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター☎042-
497-1507（土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後6時30分）

◆3回目接種会場
市内医療機関で使用するワクチンはすべてファイザー社製のワクチンとなる予定です。武田／モデルナ社製ワクチンは市の集団接種会場（ひだ

まりの里きよせ地域交流スペース）で使用する予定です。



令和4年（2022年）1月15日号2 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。

　次のような方からの相談を受け
付けています。
▶発熱などの症状がある方
　かかりつけ医のいない場合や相
談先に迷っている場合などの相談
に対応します。かかりつけ医のい
る方は、かかりつけ医に電話でご
相談ください。 問東京都発熱相
談センター☎03-5320-4592（24時
間、土・日曜日、祝日を含む毎
日） 問多摩小平保健所☎042-450-
3111（平日午前9時～午後5時）
▶接触確認アプリ「COCOA」の接
　触通知を受けた方
　濃厚接触の可能性があった旨の
通知を受けた方からの相談に対応
します。電話番号は通知を受けた
方へアプリ内でお知らせします。
　なお、アプリの最新情報は、厚
生労働省のホームページ（『厚生

労働省　ＣＯＣＯＡ』で検索）をご確
認ください。
※医療機関に電話でご相談の結
果、受診の必要がある場合には、
医療機関の指示に従って受診して
ください。マスクを着用し、公共
交通機関の利用を避けて受診して
ください。
【新型コロナウイルス感染症に関
する一般相談窓口】
▶感染の予防に関することや、心
　配な症状が出た時の対応など
 問東京都新型コロナ・オミクロ
ン株コールセンター☎0570-
550571（午前9時～午後10時、土
・日曜日、祝日を含む毎日）
※ナビダイヤルです。通話料は最
初のガイダンスでご確認ください。
【聴覚障害のある方などからの相
談】Ｆ03-5388-1396

新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先

　

　第4回定例市議会は、令和3年
11月30日から12月17日まで開催
され、令和3年度清瀬市一般会計
補正予算など、市長提出議案15
件が可決・承認されました。
　また、議員提出議案2件が可決
され、陳情1件が採択されました。
　以下に、主な議案についてご報
告します。
■令和3年度清瀬市一般会計補正
　予算（第6号）
　新型コロナウイルス感染症への
対応策として、感染予防措置を継
続して展開するほか、売上が減少
した中小企業であって国等の月次
支援金受給事業者に一律10万円
を支給するなど企業経営への支援
を実施します。また、感染予防の
拡充等に向けて市民が安心して読
書を楽しめるよう図書館に電子書
籍を整備するなど、総額1億4,6
27万2千円の補正予算が、全員賛
成で可決されました。
■令和3年度清瀬市一般会計補正
　予算（第8号）
　新型コロナウイルス感染症が長
期化し、その影響がさまざまな人
に及ぶなかで子どもたちを力強く
支援し、その未来を拓

ひら

く観点から、
臨時的特例措置として18歳以下
の児童1人当たり5万円を支給す
る「子育て世帯等臨時特別支援事
業」を実施するため、補正予算を
編成するものです。
　中学生以下の児童がいて、市か
ら児童手当が支給されている世帯
への年内支給を目指し、総額
5億1，997万7千円の補正予算が、
全員賛成で可決されました。

■清瀬市事務手数料条例の一部を
　改正する条例
　市は、コンビニエンスストア等
に設置しているマルチコピー機を
利用し、マイナンバーカードを用
いて住民票の写し等の交付が受け
られる「コンビニ交付」を実施し
ています。
　利便性の高いコンビニ交付の利
用促進を図るため、コンビニ交付
を利用した場合の証明等の事務手
数料を軽減するなどの一部改正を
するもので、賛成者多数で可決さ
れました。
■公共施設の指定管理者の指定に
　ついて
　公共施設を効率・効果的に運営
するため、清瀬市指定管理者選定
委員会における審査の結果、次の
各施設の指定管理者の指定を行い
ました。
【清瀬市障害者福祉センター】
指定管理者：社会福祉法人　清瀬
市社会福祉協議会
指定期間：令和4年4月1日から令
和9年3月31日まで
【清瀬市子どもの発達支援・交流
センター】
指定管理者：社会福祉法人　嬉泉
指定期間：令和4年4月1日から令
和9年3月31日まで
【清瀬市立学童クラブ（八小学童
クラブ、中清戸学童クラブ、清瀬
小学童クラブ、十小学童クラブ）】
指定管理者：特定非営利活動法人
子育てネットワーク・ピッコロ
指定期間：令和4年4月1日から令
和9年3月31日まで
問議会事務局議事係☎042-497-
2567

令和3年第4回定例市議会

　市と清瀬商工会が連携し、新型
コロナウイルス感染症の拡大に伴
う緊急事態宣言などの影響によ
り、売上が減少した中小企業者等
を支援するために、国の「月次支
援金」または都の「東京都中小企
業者等月次支援給付金」の給付を
受けた事業者に対して一律10万
円を支給します。
【対象事業者】次のすべてに該当
する事業者。①清瀬市内に主たる
事業所がある中小企業者またはフ
リーランスを含む個人事業者②国
の「月次支援金」または都の「東京
都中小企業者等月次支援給付金」
の給付を受けた事業者③今後も事
業を継続する意思を有しているこ

と
【給付金額】一律
10万円（1事業者
1回）
【必要書類】申請書や国・都の月
次支援（給付）金の給付通知書の
写しなど（申請書は市および清瀬
商工会のホームページからダウン
ロード可）
【申請期間】令和4年1月11日～2月
28日（当日消印有効）
【申請方法】2月28日（当日消印有
効）までに簡易書留などの配達記
録が残る方法で〒204-0022　松
山2-6-23清瀬商工会へ 問清瀬商
工会☎042-491-6648、産業振興
課産業振興係☎042-497-2052 

清 瀬 市 事 業 継 続 支 援 金 一律

1事業者1回

万
円10

　東京消防庁では1月26日を中心
に文化財を火災や地震などから守
るため、自衛消防訓練の実施など
を呼びかけ、将来に継承すべき貴
重な財産である文化財の火災予防
を推進しています。市内には旧森
田家主屋（下宿二丁目）、日枝神

社（中清戸二丁目）、円通寺（下宿
二丁目）などの文化財があります。
先人たちが残した重要な文化財を
火災や地震から守り、後世に伝え
るためにも、地域ぐるみで文化財
を守りましょう。 問清瀬消防署
☎042-491-0119

1月26日は「文化財防火デー」

【募集要項】1月17日㈪～2月3日㈭
の平日午前8時30分～午後5時に
職員課で配布（市ホームページか
らもダウンロード可） 申 問2月3日
必着で、平日午前8時30分から午
後5時までに所定の用紙に必要事

項を記入し、資格を証明するもの
の写し、その他募集要項に記載し
た必要書類を添えて直接窓口また
は郵送で職員課職員係☎042-
497-1843へ

令和4年度令和4年度
会計年度任用職員（専門職）を募集

区分 受験資格 人数

一般事務
パソコン操作（文書作成ソフトおよび表計算ソフトの基本的
な知識を有し、文書レイアウト、関数などの機能を活用で
きる）および適切な接遇ができる方

若干名

消費生活
相談員

消費生活相談員資格（国家資格）、消費生活専門相談員、
消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントのいずれ
かの資格を有する方（消費生活センター勤務予定）

心理相談員
臨床心理士または臨床発達心理士の資格を有する方（資格
取得見込みを含む）で、発達検査ができる方（教育支援セン
ター教育相談室勤務予定）

子ども家庭
相談員

保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、保育士
のいずれかの資格を有する方（子ども家庭支援センター勤
務予定）

教育管理職
支援員

事務職（民間企業等）の経験があり、文書作成ソフトおよび
表計算ソフトなどの基本的なパソコンスキルを有する方（市
内小・中学校勤務予定）

学芸員

①②の要件をすべて満たす方（郷土博物館勤務予定）
①博物館法に基づく学芸員の資格を有する方（資格取得見
込みを含む）
②大学もしくは大学院で考古学または歴史学（日本史）の
専門過程を履修し、卒業（卒業見込みを含む）した方

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 事 業

PayPayで最大PayPayで最大3030％戻ってくるキャンペーン％戻ってくるキャンペーン
まだまだ開催中！まだまだ開催中！

　期間中に市内の対象店舗でコー
ド決済サービス「PayPay」による
支払いを行うと、後日決済金額の
最大30㌫がPayPayボーナス（出金
・譲渡不可）として付与されるキ
ャンペーンを1月31日㈪まで実施
しています。この機会に市内のお
店を利用してみませんか。 期1月
31日㈪まで【付与上限】1回につき

5,000円相当、月15,000円相当ま
で【対象店舗】店頭のポスター、
清瀬商工会ホームページ、PayPay
アプリからご確認ください（大型
店、チェーン店な
どは対象外） 問清
瀬 商 工 会 ☎042-
491-6648 清瀬商工会ホーム

ページはこちら

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 事 業

清瀬がんばるお店応援キャンペーン（第清瀬がんばるお店応援キャンペーン（第33弾）弾）
開催決定！開催決定！

　期間中に市内の対象店舗でお支
払い1,000円ごとに、次回利用で
きる300円分のチケットを配布す
るキャンペーンの第3弾を実施し
ます。昨年の第2弾から、一部内
容を変更しています。ご確認のう
えご利用ください。
【チケット配布期間】2月1日㈫～
20日㈰【チケット利用期間】2月

21日㈪～3月13日㈰【配布上限】1
会計あたり15,000円相当まで
【対象店舗】店頭の
ポスター、清瀬商
工会ホームページ
などをご確認くだ
さい 問清瀬商工会
☎042-491-6648

清瀬商工会ホーム
ページはこちら
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（評）今年の夏は暑かった。その暑さに負けずに咲くハイビスカスの花。かっ
と開いた真っ赤な花びら。作者はその姿に圧倒されました。花一輪をカ
ンバスいっぱいに描いた油絵を見ているような俳句です。

昼の陽に負けないハイビスカスの赤� 二中3年　山
やまむら
村一

いちた
太

おばあちゃん手作りマスクありがとう�� 清明小3年　古
こじゃ
謝心

こはる
晴

（評）新型コロナウイルス感染症の予防にマスクは欠かせません。みんなと
同じだとつまらないなと思っていたら、おばあちゃんからすてきな手作
りマスクがとどきました。今は年中しなくてはならないけどマスクは冬
の季語。

咲きのぼれ花のリレーの立ち葵 �� 十小6年　田
たなか
中 葵
あおい

（評）立ち葵は夏の始めに、赤・白・ピンクなどに咲く花で、その丈は2～３
㍍にもなります。花は下から上へ順々に咲き、それを「花のリレー」とし
たのですね。作者の名前と同じですね。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・細見逍子
※�今回の俳句は「第13回石田波郷俳句大会」ジ
ュニアの部から。学年は大会時。

清瀬清瀬

　現在、健康増進室（健康センタ
ー３階）は新型コロナウイルス感
染症対策として消毒などを行い、
入室時のマスク着用や利用制限を
設けて開館していますが、現在の
利用制限を維持したまま、開館日
を追加し夜間の開館を再開（午後
8時まで）します。
　利用者の皆さまにはご不便をお
かけしていますが、引き続きご協
力をお願いします。
　なお、今後の感染状況などによ
り期間または内容を変更する場合
がありますので、最新の利用案内
については市のホームページをご
確認ください。

【開館日と開館時間】火曜日、水
曜日および金曜日は午前９時から
午後8時まで。木曜日と土・日曜
日、祝日は午前９時から午後4時
３0分まで【休館日】月曜日（祝日と
重なった場合も休館）
【利用料金】1回３00円
【利用制限】９0分以内、同時利用
は最大1５人まで
【初回利用者トレーニング講習】
初めて健康増進室を利用する方
は、受講してください。午前10時、
午後2時、午後6時（午後6時の回
は火・水・金曜日のみ）の各回1５
分前に直接健康増進室にお越しく
ださい。 問健康推進課健康推進
係☎042-4９7-207５

健康増進室の感染防止対策と開館日の追加実施（夜間）について
詳しくはこ
ちら（市ホー
ムページ、1
月1５日から
公開）

「（仮称）花のある公園」協議会設立・運営支援業務委託に
係る公募プロポーザルのお知らせ

　「（仮称）花のある公園」オープ
ンに向け、当公園が世代間交流や
地域のにぎわいの拠点として長く
活用されるための検討にあたり、
市民、民間事業者などとの連携が
不可欠であると考えています。
　本業務は、今後のプレパーク事
業などを通じて、約３年にわたっ
て市、市民、民間事業者の連携の
中核となる公園協議会の設立・運
営を支援するものです。委託先の
選定にあたっては公募プロポーザ
ルを実施し、最も効果的な企画・
手法などを提案していただいた事
業者を委託者として、決定します。

【契約期間】契約締結の翌日から
令和7年３月３1日まで（業務開始：
令和4年4月1日）
【今後の予定】①質問受付＝1月24
日㈪正午まで②参加表明書受付＝
1月28日㈮午後５時まで③企画提
案書等受付＝2月2日㈬午後５時ま
で④一次審査（書類審査）＝2月8日
㈫⑤二次審査（プレゼン
テーション）＝2月21日
㈪⑥契約締結＝�３月14
日㈪（7）業務開始＝4月1
日㈮ 問水と緑と公園課
緑と公園係☎042-4９7-
20９8

　
パブリックコメントを実施します

◆清瀬駅南口地域児童館・中央図
　書館等複合施設及び中央公園整
　備基本計画（案）
　市では、『清瀬市まち・ひと・
しごと創生総合戦略』において、
戦略コンセプトを「子どもと幸せ
を育む“舞台”」と定め、子育て世
代が暮らし続け、結婚・出産・子
育ての希望が叶えられるまちを目
指しています。その実現のため、
これまで実施した市民意見交換
会、市民ワークショップ、市民を
中心とした検討委員会などで得ら
れた市民ニーズを踏まえ、清瀬駅
南口地域になかった児童館の整備
に際して、中央図書館との複合化
や隣接する中央公園との一体的な
整備も含めて検討を行いました。
　そしてこのたび、新たな施設の
果たすべき役割や基本理念、導入
機能などの基本的な考え方を示す
『清瀬駅南口地域児童館・中央図
書館等複合施設及び中央公園整備

基本計画（案）』を策定しましたの
で、市民の皆さまから広くご意見
を募集します。 対�市内在住・在
勤・在学または市内に事業所を有
する個人・法人・その他団体、こ
の事案について直接的に利害関係
が生じると認められる方
【案の公表場所】市ホームページ、
各地域市民センター（野塩除く）、
中央・駅前図書館、生涯学習セン
ター、男女共同参画センタ�ー、
コミュニティプラザひまわり、清
瀬けやきホール、行政資料コーナ
ー（市役所2階）、企画課
【提出】1月17日から2月1５日まで
に氏名・住所・対象事
案名を記入し、直接窓
口、市ホームページ（専
用フォーム）または郵
送、ファクスで下記
へ 問企画課企画調整担
当 ☎042-4９7-1802Ｆ
042-4９2-241５

���清瀬駅南口地域児童館・中央図
書館等複合施設及び中央公園整備
基本計画（案）の内容についての
説明会を行います。 日1月2９日㈯
午前10時～正午 場松山地域市民
センター 問企画課企画調整担当
☎042-4９7-1802

※新型コロナウイルス感染症拡大
状況により、人数制限や説明会が
中止になる場合があ
ります。その際は、
市ホームページでお
知らせします。

 基本計画（案）の内容の説明会を実施します

詳しくはこ
ちら（市ホ
ームページ、
1月17日か
ら公開）

　市では、貴重な財産である雑木
林を後世に残すため、雑木林の公
有地化を進めています。公有地化
には多くの費用が必要なことか
ら、清瀬市緑地保全基金の充実を
図るための施策を実施しており、
まき材・シイタケ栽培用ホダ木の
配布もそのひとつです。
　配布するまき材・シイタケ栽培
用ホダ木は、市内雑木林の萌芽更
新によって伐採した樹木のうち、
それらに適した寸法（まき材／長
さ３５㌢・シイタケ栽培用ホダ木
／長さ1㍍）に切断したものです。

市の緑地保全に対する考
えに賛同される方に配布
します（なくなり次第終
了）。緑地を守るための
清瀬市緑地保全基金へのご協力を
お願いします。 日2月1日㈫・2日
㈬・8日㈫・９日㈬・1５日㈫・16
日㈬午前10時～正午（雨天中
止） 場伊藤記念公園　台田の
杜�（中里六丁目）�
問水と緑と公園課緑と公園係☎
042-4９7-20９8
※配布日のみ、台田の杜広場を駐
車場として開放します。

まき材・シイタケ栽培用ホダ木の配布

　令和３年度の新成人の皆さまへ
特別企画のご案内です。成人のお
祝いメッセージをいただいた恩師
の先生にメッセージカードを送り
ませんか？�メッセージカードお
よび詳細は昨年お送りした案内状
に同封されています。メッセージ
カードを紛失または複数の先生に
送りたい方は、投函箱が設置され
ている右記の施設でメッセージカ
ードを配布しています。皆さまの

投函をお待ちしています。�
対平成1３年4月2日から平成14年4
月1日までに生まれた方
【募集期間】1月３1日㈪まで
【メッセージカード配布施設およ
び投函箱設置施設】生涯学習スポ
ーツ課・野塩を除く各地域市民セ
ンター・生涯学習センター・コミ
ュニティプラザひまわり・清瀬け
やきホール 問生涯学習スポーツ
課生涯学習係☎042-4９7-181５

メ ッ セ ー ジ を く れ た 恩 師 に
メッセージカードを送りませんか？

令和３年度
新成人対象

　新成人の門出を祝うため、記念
写真を募集します。清瀬市公式イ
ンスタグラムアカウント（@city_
kiyose）をフォローして、ご家族
と撮影した写真、ご友人との写真、
写真館で撮影した写真などを、イ
ンスタグラムに「#2022清瀬市新
成人」を付けて投稿してください。
抽選で20人に清瀬市特産物をプ
レゼントします。
【募集期間】1月３1日㈪まで
【募集する写真】令和4年清瀬市成
人記念式典の対象者の写真（晴れ
着姿やスーツ姿または新成人記念
に撮影した写真�）
問生涯学習スポーツ課生涯学習係
☎042-4９7-181５

※写真の投稿などにはルールが
あります。運用ポリシーは、市ホ
ームページを参照してください。
※インスタグラムのアカウントが
非公開の方は、投稿後に応募フォ
ームから本キャンペーンに参加し
てください。

清瀬市新成人インスタグラム写真投稿キャンペーン清瀬市新成人インスタグラム写真投稿キャンペーン
詳しくはこ
ちら
（市ホーム
ページ）

「＃2022清瀬市新成人」「＃2022清瀬市新成人」をつけて、晴れ着姿やをつけて、晴れ着姿や
スーツ姿を Instagramに投稿しよう！！スーツ姿を Instagramに投稿しよう！！

＃ 2022 清瀬市新成人＃ 2022 清瀬市新成人

◆おことわり　今月の市長コラム「３本の木とともに」はお休みです。
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広
　
告
　
欄

対象 ジャンル 内容

子ども向け
スポーツ

リズムジャンプ
バルシューレ教室★
かけっこ教室
フラダンス教室★
ダンス教室★
リトミック教室★

カルチャー プログラミング教室

おとな向け

スポーツ
骨盤体操教室
Stretch-eze®★
フラダンス教室

カルチャー

塗り絵教室★
手相教室★
ペン習字教室
プリザーブドフラワー教室
編み物教室

　下宿スポーツ＆カルチャー祭 待
望の第2弾！ 「地域とつながる・笑
顔あふれる場所の創造・スポーツと
カルチャーを体感する」ことを目的
に、子どもとその家族・シニア世代
までご参加いただける全14コンテン
ツを用意しました。ベビーからでも
参加できるNEWコンテンツも！　ま
たイベント当日は渋谷市長による清
瀬市の特産物が当たる抽選会を予
定しています。子どもからおとな、

シニア世代まで楽しめる1日です。
新しい習いごと・趣味を見つけてみ
ませんか？　 日2月20日㈰午前9時
～午後5時 場下宿地域市民センタ
ー・市民体育館
 対 内下表参照 申 イベント特設サ
イ ト（Ｕhttps://www.shitajukuspo
cul.com/。ＱＲコードも
参照）より 問下宿地域
市 民 セ ン ター ☎042-
493-4033 特設サイトはこちら

※各教室の実施時間・対象年齢
・定員など詳しくは、特設サイ
トをご覧いただくか、お問い合
わせください。「★」はNEWコ
ンテンツです。

リ
ト
ミ
ッ
ク
教
室

プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ

ワ
ー
教
室

下宿スポーツ＆カルチャー祭第2回
清瀬の特産物が抽選で当たる！

　

　集団検診で肺がん検診を行いま
す。また、オプションで大腸がん
検診を受診することができます。
 対市に住民登録のある40歳以上
の方（昭和57年3月31日以前生ま
れ）。定員90人（応募者多数の場
合は抽選）。結果は2月上旬発送
予定） 日2月27日㈰午前 場健康セ
ンター【実施内容】胸部レントゲ
ン・喀

か く た ん

痰検査（50歳以上で喫煙指
数[1日の喫煙本数×喫煙年数]が
600以上の方のみ実施）  費500円

（胸部レントゲン撮影代）
※大腸がん検診受診者はプラス
500円。
※50歳以上（昭和47年3月31日以
前生まれ）の方は無料。また、世
帯全員が非課税の方、生活保護世
帯、中国残留邦人等支援給付対象
者は、その証明書を提出すれば無

料（世帯全員が非課税の方は、健
康推進課で発行する「がん検診自
己負担金無料券」を提出すれば無
料） 申1月20日（消印有効）までに、
電子申請、はがき（下
記記入例参照）、また
は直接健康推進課窓口
にて申込み 問健康推進
課 健 康 推 進 係 ☎042-
497-2075

令和3年度肺がん検診（後期）

※宛名は、「〒
204-8511清瀬
市健康推進課 
がん検診担当
行」と記入し
て く だ さ い

（市役所の郵
便番号のため
住所は省略で
きます）。

はがき記入例

令和3年度
肺がん検診申込み

1.住所
2.氏名（ふりがな）
3.生年月日
4.電話番号
5.オプション検診希望
　の有無
6.喀痰検査の該当有無

詳 し く は
こちら

第16回多摩六都高校生写真展
　多摩六都圏（清瀬市・東村山市
・小平市・東久留米市・西東京市）
を中心とした近隣高校の写真部に
よる合同写真展です。
 日2月11日㈮から19日㈯までの午
前9時～午後5時（11日㈮は午後2
時から、19日㈯は午後1時まで。
14日㈪は休館） 場郷土博物館
【主催】多摩北部都市広域行政圏
協議会【共催】合同写真展実行委

員会、清瀬市教育委員会 直 問生
涯学習スポーツ課生涯学習係☎
042-497-1815

過去の様子

　　 令和令和３３年度子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への臨時特別給付）年度子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への臨時特別給付）
　新型コロナウイルス感染症の影響などを踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として、対象世帯へ給付金を支給します。令和３年
１２月１５日号の市報へ掲載した内容から変更がありますのでご注意ください。 問子育て支援課助成係☎042-497-2088

【給付対象】
①令和３年９月分（１0月支給分）の児童手当受給者
※特例給付（所得制限超過）を受給されている方は対象外です。
②高校生など（平成１５年4月２日～平成１8年4月１日生まれ）のみを養育し
　ている方であって、主たる生計維持者の令和２年中の所得が児童手当
　の所得制限額内の方（下表参照）
※高校生の子どもで結婚している場合は対象外です。
③令和３年１0月１日から令和4年３月３１日までに出生した新生児の児童手
　当受給者

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002万円
5人 812万円 1,040万円

【支給額】
　対象児童1人につき一律10万円
【申請方法】
◆①の方：申請不要
※公務員の方で所属庁から児童手当を受給されている方は、原則申請不
要ですが、清瀬市において口座情報などの確認ができない場合は申請が

必要となります。対象となる可能性のある方へは、令和3年12月23日付
で郵便にてお知らせをお送りしています。
◆②の方：原則申請不要ですが、清瀬市において口座情報などの確認が
できない場合は、申請が必要となります。対象となる可能性のある方へ
は、令和3年12月23日付で郵便にてお知らせをお送りしています。
◆③の方：原則申請不要
※児童手当認定通知送付時に、併せてお知らせをお送りします。
※公務員の方は申請が必要です。
◆清瀬市で把握している情報を基に審査した結果、支給対象外の方へは
お知らせの送付はございません。対象かどうか不明な場合はご連絡くだ
さい。
【支給予定日】
①の方：令和3年12月24日に支給済み（公務員の方へは1月31日支給予定）
②の方：1月31日支給予定
③の方：児童手当認定月の翌月末支給予定
※申請が必要な方については、申請日によって支給日が異なります。
【必要書類】
　送付済みのお知らせまたは市ホームページでご確認
ください。
【申請受付期間】
　令和4年3月31日㈭までの午前8時30分～午後5時（土
・日曜日、祝日を除く。郵送の場合は消印有効）

詳しくはこちら
（市ホームページ）

　令和3年度介護予防事業として
「リラックスヨガ」を開催します。
初めての方でも安心して取り組め
るヨガです。寒さのストレスをヨ
ガで吹き飛ばしませんか？ 対市
内在住・在勤の50歳以上の方で
各期のすべての日程に参加できる
方。各期定員25人程度 日2月期＝
2月7日・14日・21日・28日の月
曜日午前9時30分～11時30分、3
月期＝3月3日・10日・17日・24
日の木曜日午後2時から4時 場ア
ミューホール（アミュービル7

階） 持マスク、飲み物、汗ふきタ
オル 申 問1月17日から28日まで
に電話で生涯学習スポーツ課生涯
学習係☎042-497-1815へ
※両期参加も可能ですが、応募者
多数の場合は抽選となります。申
込み時に第1希望と第2希望をお
知らせください。
※更衣室はありませんので運動し
やすい服装でお越しください。
※緊急事態宣言などが発令された
場合は事業を中止にすることがあ
ります。

寒さのストレスを飛ばせ！リラックスヨガ

　市では、住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金（1世帯10
万円）の給付に向けた準備を進め
ています。対象となる方には2月
上旬～中旬ごろに通知を送付する
予定です。詳細が決まり次第、市
報や市ホームページでお知らせし
ます。現時点でのお問い合わせは、
右記コールセンターにお願いしま
す。 問福祉総務課福祉総務係☎
042-497-2056

【清瀬市のコールセンター】☎
0120-910-487（1月17日開設。土
・日曜日、祝日を除く午前8時30
分～午後6時）【内閣府のコールセ
ンター】☎0120-526-145（毎日午
前9時～午後8時）
◆詐欺にご注意ください
　 国 や 市 が 現 金 自 動 預 払 機

（ATM）の操作をお願いしたり、
受給にあたり手数料の振り込みを
求めることは絶対にありません。

「住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金」の手続きについて

　　 明治安田生命保険相互会社、第一生命保険株式会社、株式会社クルメディア
と地域活性化包括連携協定を締結しました

　令和3年11月26日、明治安田生
命保険相互会社、第一生命保険株
式会社、株式会社クルメディアの
3社と地域活性化包括連携協定を
締結しました。本協定に基づき、
市と各社が緊密に相互連携・協力
し、それぞれの資源やノウハウを
有効に活用した協働によるまちづ
くりを推進することで地域の活性
化と市民サービスの向上を図り、

相互の発展を目指していきます。
実施予定の事業は次のとおりです。
▶明治安田生命保険相互会社
　児童・生徒を対象としたサッカ
ー教室などの開催、健康測定会の
開催、認知症サポーター養成講座
の受講、「地域の飲食店」の紹介、
特産品のPＲ、市が実施している
事業の市民への案内
▶第一生命保険株式会社

　ウェルライフセミナーの実施、
女子陸上競技部OGランニング教
室の実施、健康増進・スポーツイ
ベントの実施、福祉施設などへの
支援の実施、産業振興およびビジ
ネスマッチングイベントの実施、
市が実施している事業の市民への
案内
◆株式会社クルメディア
　市政情報の発信、各種イベント

実施時の支援、学校などへの放送
技術支援、市の歴史・スポーツ・
文化に関わるコンテンツの制作、
地域産品の販売・普及に関する広
報の実施、市内小・中学校の総合
学習での出前講座の実施、シビッ
クプライドの醸成に関する情報の
発信
 問企 画 課 企 画 調 整 担 当 ☎042-
497-1802
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　市内を拠点とする市民活動団体
等が実施する、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補助金を
交付します。 対市民活動団体、
自治会、特定非営利活動法人（そ
の他については応相談）
【補助金額】補助対象経費の合計
額（合計5万円以上）上限50万円

【補助対象経費】新型コロナウイ
ルス感染症の拡大により生じた課
題を解決する取り組みに係る経費
【注意事項】令和4年2月末までに
事業完了すること。
申請前に事前相談を
実施すること
 問企画課市民協働係
☎042-497-1803

市民活動団体等への補助金について

詳しくは
こちら

　

　市報1月1日号4
・5面に掲載した

「きよせdeクロス
ワード」はお楽し
みいただけました
でしょうか。清瀬
についてさらに知
っていただけたら幸いです。ここ
ではクロスワードの答えをお知ら
せします。お年玉プレゼントへの
応募は締め切りましたが、クロス
ワードに挑戦したい方は、市報1
月1日号4・5面をご覧ください。
なお、お年玉企画の当選者には1
月31日までにご連します。
 問秘書広報課広報広聴係☎042-
497-1808

【タテ】
①中里の火の花祭り②清瀬市ガイ
ドマップ③ブルーベリー④円通寺
⑤下宿囃子⑥石田波郷⑦ころぽっ
くる⑧田中ストロベリーファーム
⑨旧森田家⑩澄川喜一⑪みつばち
プロジェクト⑫さくら⑬清戸の獅
子舞⑭キラリ
【ヨコ】
①舞流太鼓②ひまわりフェスティ
バル③オナガ④CoCoトマトジュ
ース⑤円福寺⑥るぽ⑦台田の杜⑧
きよバス⑨きよせ市民まつり⑩け
やき通り⑪きよはち⑫ジェラート
⑬結核⑭市制⑮新座
【キーワード】ころなにまけない、
すきだよきよせ

市報1月1日号クロスワードの答え

なでしこリーガーによる
清瀬市サッカー教室
　今年もプレナスなでしこリーグ
1部所属の「スフィーダ世田谷FC」
の選手とコーチの皆さんが清瀬に
やってきます。もっとシュートが
うまくなりたい、リフティングが
できるようになりたい方は必見で
す。教室後は実技指導した選手と
市内U18女子選抜チームによる親
善試合を行います。
◆サッカー実技指導
 対市内在住・在園・在学または
清瀬市体育協会に加盟しているチ
ームの幼児～中学生▷ファミリー

（幼児）▷小学1・2・3年生▷小学
4・5年生▷小学6年生・中学生。
各部門先着30人 日2月27日㈰午前
10時45分～午後0時15分 場清瀬
内山運動公園サッカー場A面 講ス
フィーダ世田谷FCの選手および
コーチ
◆座学講座
 　先着20人。 日2月27日㈰午前9
時～10時30分 場清瀬内山運動公

園クラブハウス内 講帝京平成大
学教授　高橋仁氏 内ジュニアサ
ッカー選手のためのコンディショ
ンづくり 申 問いずれも1月17日か
ら2日7日までに電子申請または
生涯学習スポーツ課、各地域市民
センター（野塩を除く）、市ホー
ムページから入手できる参加申込
承諾書に必要事項を記入し、平日
午前9時～午後5時に直接生涯学
習スポーツ課生涯スポーツ係☎
042-497-1816へ

電子申請はこちら
（1月17日からアク
セスできます）



令和4年（2022年）1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。

小学校連合作品展
　市内公立小学校連
合作品展を開催しま
す。ぜひご覧くださ
い。 日１月１9日㈬から24日㈪までの
午前８時３０分～午後５時（平日は午後
８時まで。最終日は午後３時まで） 
場 直市役所本庁舎市民協働サロン
兼ギャラリー他 問教育指導課指導
事務係☎０42-497-2５５4

市内野鳥観察会
 清瀬にやってきた冬鳥を観察して
みませんか。 日１月29日㈯午前9時
～正午（受付は午前８時５０分～、公
園入口に集合、雨天中止） 場 直清瀬
金山緑地公園 持飲み物、帽子、マ

令和3年度　 
命の教育フォーラム

　学校における「命の
教育」の取り組みを紹
介します。子どもたち
が市民とともに「命」について考え
ます。 日１月29日㈯午後2時～4時
３０分 場アミューホール
 問教育指導課指導事務係☎０42-
497-2５５2
※駐車場はありませんので、公共交
通機関をご利用ください。
※感染症対策のため、入場を制限さ
せていただくことがあります。あら
かじめご了承ください。

アイレック防災講座
◆女性の安心はみんなの安心
　～なぜ、防災組織と活動に女性の  
　視点が必要なのか？～
　男女共同参画の視点での防災の基
本と女性や多様な立場の人が防災に
参画することの大切さを学びます。
Zoomを使ったオンラインで開催し
ます。 先着6０人。 日2月6日㈰午前
１０時～正午 講NPO法人ウィメンズ
ネット・こうべ代表　正
井礼子氏【協力】清瀬みん
なの防災ネット 申 １月１５
日から電子申請  問男女
共同参画センター☎０42-
49５-7００2

はじめての動物ボランティア
　犬や猫の保護活動をしている方か
ら体験談を聞きます。 対動物ボラ
ンティアに興味のある方。先着１０
人 日2月５日㈯午前１０時～正午 
場 申 問電話できよせボランティア
・市民活動センター☎０42-49１-
9０27へ

Kiyose　のら猫・飼い猫 
まちとネコの明日を考える

 対猫に関わる問題や、地域猫活動
に関心のある方など。先着4０人 日2
月１2日㈯午後１時３０分～ 場アミュー
ホール 講地域猫活動アドバイザー
石森信雄氏 申 問１月１１日～2８日の
平日の午前9時から午後５時までに
電話で環境課環境衛生係☎０42-
497-2０99へ

1歳6か月児健康診査
　歯科・内科診察、歯磨き、計測、
保育・栄養などの相談を行いま
す。 対令和2年7月生まれの幼児 
日2月１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
送付の案内をご確認ください。
※「子どもの計測日」は中止です。

令和3年11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2月１日㈫
・８日㈫・１５日㈫午前１０時～正午、
22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NPO法人ウイズア
イ☎０42-4５2-976５Ｍ aiai
＠with-ai.netへ

3～4か月児健康診査
　内科診察、計測、保育・栄養など
の相談、母親の健康相談を行いま
す。 対令和３年１０月生まれの乳児
 日2月８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
どものお出かけグッズ（オムツ・着
替え・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

清瀬市廃棄物減量等 
推進審議会委員

　一般廃棄物の減量および再利用の
促進、生活環境の保全について必要

【市民伝言板利用案内】●3月１日号掲載希望の「催し物」の原稿は、１月17日午前8時
30分から２月１日までの間に受け付け。先着25枠。3月15日号掲載希望の「サークル仲
間募集」の原稿は２月15日まで受け付け。◦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

花みずきの会
　手先を動かす簡単な作品づくりを
楽しみませんか。保健師によるミニ
健康講座や体操もあります。先着
2０人。 日2月１８日㈮午後１時３０分～
３時 場中清戸地域市民センター
 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

食生活相談
 　生活習慣病予防の食事や高齢期
の食事の相談を行います。 対市内
在住の１８歳以上の方とその家族
 日2月１6日㈬、３月１4日㈪午前１０時
～正午（各日３０分ごとの予約制）

【相談方法】面談または電話 場面談
の場合は健康センター 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

ウイズアイ
ホームペー
ジ

てご案内しています。詳しくは事前
送付の案内をご確認ください。
※「子どもの計測日」は中止です。

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＝2月１８日
㈮午後2時2０分～4時、2日目＝３月
１2日㈯午前9時３０分～１１時 場健康
センター 申 問１月１7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、ゆったりお話しができま
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2月2１
日㈪、３月7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１月１7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2月2１日
㈪、３月7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１月１7日から
電話で子育て支援課母子保健係☎
０42-497-2０77へ

高齢者安全運転支援装置設置 
促進事業補助金の終了

　令和4年３月３１日時点で7０歳以上
となる市民を対象に、安全運転支援
装置（ペダル踏み間違いなどによる
急発進を抑制するもの）を新たに購
入・設置する費用の１割（上限１万円）
を補助しています。都では、費用の
５割（上限6万円）を補助しており、
自己負担額は4割です。都と市の補
助金はいずれも今年度末（３月３１日
まで）で終了します。お早めに手続
きをお願いします。 問道路交通課
交通安全係☎０42-497-2０96

令和4年度市立保育園給食用 
食材納入業者登録の受付

　市立保育園の給食で使用する食材
（肉・魚・青果など）の納入業者の
登録を受け付けます。

【申請書配付期間および受付期間】
１月１7日㈪～３１日㈪

【申請書配付および受付場所】子育
て支援課 問子育て支援課保育・幼
稚園係☎０42-497-2０８7

令和4年度学校給食物資一括 
購入納入業者の登録申請受付
　令和4年度学校給食物資一括購入
納入業者の登録申請を受け付けま
す。【申請書配付】１月１7日㈪から教
育総務課窓口で配布

【受付期間】2月１日㈫～7日㈪
【提出書類】（１）申請書（2）別表〔１〕
取扱商品名および生産者（３）食品衛
生監視票（4）営業許可書（写し）（５）
国税の未納がないことを証する納税
証明書（その３の2または、その３の３） 
問 教育総務課学務係☎０42-497-
2５３9

第43回写友清新会写真展 ▼ 美しい
自然を求めて会員が捉えた風景と花
の写真を展示。１月１7日㈪～2３㈰１０
時～１7時（初日は１５時～）、クレア
ギャラリー（クレアビル4階）、無料、
写友清新会・高橋☎０42-49５-4１５4
見えない・見えづらい方のための茶
話会 ▼毎月第4月曜日午後に視覚障
害者の生活に役立つ情報交換をして
います。１月24日㈪、2月2８日㈪、３
月2８日㈪いずれも１３時３０分～１５時
３０分、消費生活センター、無料、
清瀬視覚障害者グループあかり・長

嶋☎０８０-１１4５-８6１9
べートーヴェン「第九合唱」練習体
験 ▼ １０月所沢ミューズでのオーケ
ストラとの合唱に向けての練習。2
月５日㈯、３月５日㈯9時３０分～１2時、
アミューホール、無料、清瀬第九合
唱団・大河内☎０42-49５-８47８
日本舞踊講習会 ▼日本舞踊を踊って
みたい方を個人指導で行います。詳
細はお電話で。2月５日㈯より毎週
土曜日１３時３０分～、清瀬けやきホ
ール、１回１,０００円、河本会・佐野
☎０42-492-１１77

スク、防寒具（お持ちの方は図鑑、
双眼鏡など） 費2００円（保険料・資料
代）  直 問清瀬の自然を守る会事務局
・渡邊☎Ｆ０42-492-０7１０
※小学生以下は保護者同伴でご参加
ください。
※望遠鏡を数台、会で用意します。

な事項を調査および審議する委員を
募集します。 【応募資格】市内在住
の2０歳以上の方【任期】令和4年4月
１日～令和6年３月３１日【報酬】非常
勤の特別職の職員の報酬及び費用弁
償に関する条例に基づく日額
 申2月１８日（必着）までに環境課ご
み減量推進係にある申込書（市ホー
ムページからもダウンロード可）に
必要事項を記入し、応募理由（4００
字程度）を添えて直接環境課窓口ま
たは環境課清掃事務所（下宿2-５５３）
へ 問環境課ごみ減量推進係☎０42-
49３-３7５０

電子申請は
こちら（１月
15日から）
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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
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長・達磨健康体操会長・リンパマッサ
ージ師　寒河江康悦氏
⑤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1月18日㈫・25
日㈫午前10時～11時30分 費入会金
1,000円、月会費3,000円。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
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。

令和4年1月1日現在
◆人口 （ ）内は前月比　男　36,069人 （24人減）　女　38,879人 （17人増）　計　74,948人 （7人減）
◆世帯数 （ ）内は前月比　36,502世帯（10世帯増）　※人口は、外国人住民（1,308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。

　アイヌ民族が冬の空に描いた星
座や星名を、北海道の緯度を再現
した星空で紹介します。平日の午
後、ゆったりと星空を楽しむ大人
向けプラネタリウムです。 対中
学生以上（小学生以下は入場不
可）。先着180人 日1月19日㈬、2
月16日㈬午後1時10分～1時55

多摩六都科学館の催し物

分 場多摩六都科学館 費観覧付き
入館券おとな1,040円、中学生～
高校生420円 申 当日開館時よりイ
ンフォメーションにて観覧券を販
売 問多摩六都科学館☎042-469-
6100
※1月の休館日：17日㈪・24日㈪
～27日㈭・31日㈪

多摩六都科学館
ホ ーム ペ ー ジ

大人向けプラネタリウム
「ノチウ ーアイヌ民族の星座をたずねてー（2022 冬）」

郷土博物館のイベント・お知らせ

図書館のお知らせ

①ミュージアム・シアター６
　16㍉フィルムによる上映です。先着25人程度。 日1月20日㈭
午後1時30分～  内「鉄腕アトム」（上映時間30分）、「ねずみ君の
チョッキ」（上映時間19分） 場 郷土博物館
②年中行事「節分の豆まきとやっかがし」
　節分にまつわる話をして、囲炉裏で大豆を煎り、豆まきをします。ま
た、魔除けになるやっかがしを作って持ち帰ることができます。昔から
伝わる年中行事を一緒に体験しましょう！ 日1月30日㈰午後1時30分～
2時30分 場 郷土博物館
③自然・野鳥の観察会
　清瀬金山緑地公園周辺で飛来する野鳥と自然を観察します。先着15
人 。 日2月5日㈯午前10時～正午（雨天中止） 場清瀬金山緑地公園（集合
・解散） 講清瀬の自然を守る会　森田喜朗氏、元日本野鳥の会　山内道
也氏 持双眼鏡、筆記用具
④特別展図録「走れ！清瀬鉄道物語」1月15日㈯～再販売決定
　完売となっていました特別展「走れ！清瀬鉄道物語」（令和3年10月2日
～31日開催）の展示図録を1月15日㈯から再販売します。郵送希望など
の詳細は市ホームページをご覧ください。

【価格】500円（税込み）【販売場所】郷土博物館
 申 問①②は直接会場へ。③は1月15日午前9時から電話で郷土博物館☎
042-493-8585へ

特別整理休館のお知らせ
　蔵書点検などを実施するため、下記のとおり休館します。ご不便をお
かけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

【休館する図書館と休館日程】元町こども図書館 日2月7日 ㈪～11日㈮、
中央図書館 日2月14日㈪～18日㈮ 問中央図書館☎042-493-4326（月曜
日休館）
※中央図書館の休館中は、公共施設予約システムは利用できません。
※野塩図書館を除く、その他の館は通常どおり開館します。

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（2月）
 日2月20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】雷門小助六、桂伸
ぴん
②映画「世界の果ての通学路」(字幕版)
　道なき道を何時間もかけて学校へ行
く異なる国の4組の子どもたちを追っ
たドキュメンタリー映画です（上映時
間77分）。 日3月19日㈯午後2時～（開
場は午後1時30分） 費一般1,000円、友
の会800円、学生500円、障がい者割
引500円（ご本人、付き添い各500円）
（全席自由、未就学児入場不可）
③ベビーオイルマッサージ教室
　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2月11日㈮午前
10時30分～正午 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 持大きめのバスタオ
ル、ハンドタオル、子どもの飲み物
④Let'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。 日2月
15日㈫ひよこクラス（ひとりでお座り
できるころから1歳半ごろまで）＝午
前10時～10時40分、うさぎクラス（1
歳半から5歳まで）＝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
 申 問直接窓口または電話
で清瀬けやきホール☎
042-493-4011へ

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1月18日㈫

清瀬けやき
ホールホー
ムページ

・25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1月18日㈫・25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＝1月19日・26日
午前9時45分～10時45分、午前11時
～正午、金曜教室＝1月14日・21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(初回体験無料)
④「ダルマ健康体操教室」2月生募集
　ツボやマッサージを学びながら、ダ
ルマ拳も取り入れた運動教室！ 人気
講座につきクラス増設。 対50歳以上
の方。各回先着8人 日2月5日からの毎
週土曜日午前11時10分～午後0時40
分  費3,000円（10回分） 講達磨拳法会

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 コミュニテ

ィプラザひ
まわりホー
ムページ

◆清瀬市いなくなっちゃうか
　もリスト
　認知症などにより、ひとりで
外出したら帰宅できなくなる可能
性がある方について、行方がわか
らなくなったときの捜索や保護さ
れた場合に、ご家族や見守られて
いる方への連絡を迅速に行うこと
を目的に活用されているリスト
で、ご家族や見守られている方か
らの登録申請に基づき作成してい
ます。
【登録・利用のポイント】

・登録申請書にできるだけ具体的
　な内容（服装や口癖など）を記
　入してください。
・ご本人の写真を用意してくださ
　い。
・ 行方がわからなくなったとき
　は、まず東村山警察署（☎042-
　393-0110）、次に地域包括支援
　センター（☎042-497-2082）に
　連絡してください。　
・申請時に、都の情報共有サイト
　での情報発信の希望有無を確認
　しています。行方不明となって
　しまった方の早期発見、安全確
　保に役立つものですので、基本
　的に情報共有に同意をお願いし
　ています。
【登録申請についてのご相談】

　お気軽に地域包括支援センター
へご連絡ください。 
問介護保険課地域包括ケア係☎
042-497-2082

◆高齢者位置探索サービス
　認知症による徘徊行動のある
高齢者を在宅で介護する方に対し

て、端末機を
貸与していま
す（申込み料
・月額利用料
の利用者負担
なし）。清瀬市に在住する65歳以
上の認知症による徘徊のある方を
在宅で介護している方が対象で
す。利用開始には条件があります。
詳しくは下記にお問い合わせくだ
さい。 問福祉総務課福祉総務係
☎042-497-2056

◆清瀬市メール一斉配信サー
　ビス
　行方不明の方を市内で情報共
有し、市民の方に発見の通報を呼
びかける取り組みも行っていま
す。どなたでも登録・利用が可能
ですので、登録をお願いします。
 問介護保険課地域包括ケア係
☎042-497-2082

　これらの取り組みはすべて、
高齢者の方を少しでも早く発
見するためのものです。気に
なる高齢者の方を見守ってい
て、『いなくなった』・『不安だ』
と感じたら、すみやかに警察
や市役所にご連絡をお願いし
ます。

気になる高齢者の方を見守っている方・見かけた方へ
～あの人を　見かけないなら　すぐ電話～～

　気になる高齢者の方がどこにいるか不安になった
ら、ためらわず周囲や警察、市役所（地域包括支援
センター）に助けを求めましょう。
　いち早く発見するために、市で行っている取り組
みを紹介します。
 問介護保険課地域包括ケア係☎042-497-2082




