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800円、学生500円、障害者割引500
円（ご本人、付き添い各500円）。全席
自由席（未就学児入場不可）
④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～ハイハイ前
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
⑤Let's リトミック
　月替わりのテーマで音楽を交えて楽
しく遊びます。 日2月１5日㈫ひよこク
ラス（１人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歳半ごろから5歳ま
で）＝午前１１時～１１時40分 。各クラ
ス 先 着１2組 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 

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）
　2月のじゅげむは大ホールで開催し
ます。 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アフタヌーンコンサートVol.５
　０歳からのミニコンサート
　打楽器とピアノによるミニコンサー
トです。終演後に楽器体験も予定して
います。 日3月１2日㈯①午前１１時～（開
場は午前１0時30分）②午後１時30分～
（開場は午後１時） 費一般１,000円、友
の会800円、学生500円、未就学児無料 
③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。 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

～きよせ1００歳時代の催し物～
①無料パソコン教室（Windows1０）
 対パソコンが初めてまたは初級で、4
回とも参加できる方。先着１0人 日3月
5日・１2日・１９日・2６日いずれも土曜日
午前１0時～正午 内Windows１0基礎、
お花見ご案内、会計報告、インターネ
ット
②無料スマホ・タブレット基礎教室
 対スマホ・タブレットが初めてまた
は初級の方。先着１0人 日3月3日・１7
日いずれも午前１0時～正午 内基礎知
識、操作方法、Wi-Fi、アプリ、イン
ターネットなど
③倶楽部の無料体験
　ひとりにつき１回のみです。 対６5歳
以上の方 日月曜日から土曜日の午前
１0時～、午後１時～ 内ビリヤード、ヨ
ガ、ピンポン、はつらつ体操、健康麻
雀、パソコン
 申 問一般社団法人きよせ１00歳時代☎
042-4９4-2800へ

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発酵パワー学ぶ＆造る「本格肉まん」
　先着20人。 日2月１９日㈯午前１0時～
午後0時30分 費2,500円（材料費） 講発
酵ライフ協会アドバイザープロフェッ
ショナル　髙田妃出美氏 持エプロン、
三角巾、ふきん3枚 
②土曜ピラティス教室
　どなたでもできる簡単なエクササイ
ズです。 日2月～3月の第１～第4土曜
日午前１0時～１１時 費5回券5,000円、
１0回券９,000円、20回券
１7,000円
  申 問直接窓口または電
話でコミュニティプラザ
ひ ま わ り ☎042-4９5-
5１00へ

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

健康づくり推進員運営	
いきいきハイキング

　清瀬駅から所沢航空記念公園まで
歩きます（約7㌔、平坦）。 対運動制
限のない方 日2月22日㈫受付＝午前
９時～９時20分、出発＝午前９時25分
（雨天中止）、解散予定＝午後１時30
分ごろ 場集合＝清瀬駅北口連絡通
路（ペデストリアンデッキ）、解散
＝所沢航空記念公園 費１00円（保険
料、運営費）。交通費などは別途自
己負担 持マスク、携帯用消毒液、
筆記用具、飲み物、雨具、昼食、歩
きやすい服装と靴、健康保険証  
直 問健康づくり推進員 水野☎0９0-
2６47-６2９7

清瀬駅北口地下駐輪場のご案内
　定期利用はご予約いただいた方か
ら、空き次第順次ご案内します。ま
た、一時利用、定期利用の購入・更
新時には交通系ICカードをご利用い
だだけます。

【 利 用 料 金 】学生（１か月）上段＝
１,６00円・下段＝１,800円、（3か月）
上段＝4,200円・下段＝4,800円、
一般（１か月）上段＝１,800円・下段
＝2,000円、（3か月）上段＝4,800円
・下段＝5,400円 問 清瀬都市開発株
式会社☎042-4９5-3300、道路交通
課交通安全係☎042-4９7-20９６

都営住宅募集のご案内
　入居を希望される方は、下記の期
間に配布される募集案内をご覧いた
だき 、お申し込みください。対象
によっては、清瀬市内に募集がかか
らない場合もありますので、詳しく
は募集案内でご確認ください。

【今回対象となる募集】◆ポイント
方式＝ひとり親世帯向け、高齢者世
帯向け、心身障害者世帯向け、多子
世帯向け、特に所得の低い一般世帯
向け、車いす使用者世帯向け◆単身
者向け・車いす使用者向け・シルバ
ーピア＝一般募集住宅、居室内で病
死等があった住宅

【募集案内の配布期間】2月１日㈫～９
日㈬

【募集案内の配布場所・時間】市役
所１階総合案内、都市計画課、生活

福祉課、福祉総務課、子育て支援課、
松山出張所は平日午前8時30分～午
後5時（時間外および平日午後5時～
8時は本庁夜間受付で配付）、各地
域市民センター（野塩除く）、生涯
学習センターは各センターの開館時
間内に配付 問ＪＫＫ東京（東京都住宅
供給公社）☎0570-0１0-8１0、申込み
期間外は☎03-34９8-88９4
清瀬市平和祈念展等実行委員会	
令和４年度実行委員　

　市では、平和記念事業のイベント
の企画・実施について市民の皆さま
と協働で取り組むため「清瀬市平和
祈念展等実行委員会」を設置してい
ます。毎年8月と3月に『平和祈念フ
ェスタ in清瀬』を実施して、講演会
・上映会・展示会などを開催してい
ます。この度、令和4年度の実行委
員会を開催するにあたり委員を募集
します。

【応募資格】市内在住・在勤・在学
の方【募集人数】20人以内 申 問2月
28日（必着）までに企画課窓口で配
布の応募用紙（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、直接窓口、ファクスまたは郵
送もしくは市ホームページの応募フ
ォームから企画課市民協働係☎
042-4９7-１803Ｆ042-4９１-8６00へ

清瀬市廃棄物減量等	
推進員

　市の一般廃棄物の適正な処理およ
びごみの減量などに熱意があり、か
つ市内一斉清掃などの市の施策への
協力や資源物の再利用の促進および
ごみの正しい排出などについて、地
域住民に啓発していただける方を募
集します。【応募資格】市内在住の
20歳以上の方【任期】4月１日～令和
６年3月3１日【 謝 礼 】年 間2１,000
円 申 問2月１8日（必着）までに環境
課窓口で配布の申込書（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、直接窓口、ファクス
または郵送でごみ減量推進係☎
042-4９3-3750Ｆ042-4９5-９333へ
令和４年度放課後子ども教室	
「まなべー」学習アドバイザー

　市内の全公立小学校で、学校の宿
題の見守りや自由遊びへの支援を行
う学習アドバイザーを募集します。

【 応募資格】６5歳程度までの方（教員

・保育士などの資格を有する方を優
先）で市内のいずれかの公立小学校
で活動可能な方【募集人数】若干名

【活動日数】週2～3日程度
【活動時間】5～8月＝平日の午後１時
30分～5時30分、上記以外の月＝平
日の午後１時30分～5時【謝礼】5～8
月＝１回4,280円、それ以外の月＝１
回3,745円 申 問2月１日から生涯学習
スポーツ課窓口で配布の登録書（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、有資格者
は資格証明書などの写しを添えて、
直接生涯学習スポーツ課児童青少年
係☎042-4９7-208９へ
清瀬市男女共同参画センター	

運営委員会委員
　男女共同参画センターの運営に利
用者の意見を反映させるための委員
会です。 対原則市内在住の方

【募集人数】2人 【任期】4月１日から2
年間 申2月１日から28日までに申込
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、800
字程度の応募動機を添えて直接窓口
または郵送で男女共同参画センター
☎042-4９5-7002へ
清瀬市地域包括支援センター	

運営協議会委員
　清瀬市地域包括支援センター運営
協議会は、事業実施上の課題などの
協議を行うための機関です。協議会
でさまざまな方の意見を広く事業に
反映させるため、一般市民の委員を
募集します。【応募資格】市内在住
の40歳以上の方【募集人数】4人

【 任 期 】4月１日 ～ 令 和６年3月3１

日 申 問2月7日から１8日までに申込
書（市ホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を記入し、直接窓
口または郵送で介護保険課地域包括
ケア係☎042-4９7-2082へ
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
会の受講が必要です。 対市内在住
で原則６0歳以上の健康で働く意欲
のある方（書類への記入が必要とな
るため事前に問い合わせください）
 日説明会＝2月7日㈪・研修会＝2月
１4日㈪いずれも午後１時30分～ 
問シルバー人材センター☎042-
4９4-0９03

0９03

よろず相談会
　コロナ禍の影響を受けている市内
の中小・小規模事業者を支援するた
めに、専門家による各種助成事業の
申請に関する「よろず相談会」を開
催します。【相談内容】東京都中小
企業者等月次支援給付金、雇用調整
助成金などの新型コロナウイルス感
染症に関連する各種施策の申請や、
新しい生活様式に対応した新たな事
業計画の策定など 日3月8日㈫まで
の毎週火曜日午前１0時～午後4時
（火曜日が祝日の場合、同じ週の月
曜日に実施）。各１時間制（正午～午
後１時を除く） 場清瀬商工会館
  申 問相談日の前日正午までに電話
で清瀬商工会☎042-4９１-６６48へ

	 	 	

　オリオン座が悠然と輝く冬か
ら、北斗七星が高く昇る春の夜
空まで、季節とともに移り変わ
る星空を、たっぷりとお楽しみ
ください。今夜、きっと空を見
上げたくなる45分間を、全編
星空解説でお届けします。
 対どなたでも（小学2年生以下
は保護者と観覧）。先着１80
人 日2月１日㈫から4月30日㈯ま
での水曜日（2月１６日を除く）、

多摩六都科学館の催し物 多摩六都
科学館ホ
ームページ

土・日曜日、祝日＝午後１時１0
分～、3時50分～。その他平日
＝午後3時50分～ 場多摩六都科
学館 費観覧券付き入館券おと
な１,040円、4歳～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発売 
問多摩六都科学館☎042-4６９-
６１00
※2月の休館日：7日㈪・１4日
㈪・2１日㈪・24日㈭・28日㈪

全編生解説プラネタリウム
「たっぷりほしぞらめぐり～冬から春～」


