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今号の主な内容▶3面：新型コロナウイルスワクチン3回目接種：住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

　ギャラリーでは、博物館主催の企画展や展
覧会をはじめ、市民の文化活動の発表の場と
して施設の貸し出しも行っています。
　壁紙や床を入れ替え、以前よりも明るい印
象となりました！
※写真は1月8日～23日に行った「企画展『第
37回 清瀬美術家展』」の会期中に撮影したも
のです。

　2月1日㈫より、民俗展示室が新しくなります！
　明治から現代にかけての市の歴史や暮らしを紹介する民俗展示室に、国指定
重要有形民俗文化財の「清瀬のうちおり」を常設展示するコーナーを設置します。
「清瀬のうちおり」の展示は、60日ごとに資料を入れ替えますので、時期によっ

てさまざまな資料をご覧いただけます。
　また、清瀬の昔の暮らしコーナーは、清瀬の生活の歴史を学べる展示にな
っています。
　明治から現代に至るまでの清瀬の歴史を、代々大切に受け継がれてきた「う
ちおり」とともにぜひご覧ください！
 問郷土博物館☎042-493-8585
※写真に映っている展示品などのレイアウトは仮のものです。

　古来、特別な階級の人や都に住む人を除き、
身近で手に入る材料で糸を作り、布を織り、
家族の衣をまかなうのは女性の役割でし
た。
　ところが明治以降、貨幣経済の普及
に伴い、農村地域でも呉服屋で反物を
購入し、家族の衣類をまかなうようにな
りました。「うちおり」はその時代に、誰
が言うともなく使われだした言葉で、家族
用に織った布を示す集合名詞です。呼
び名はキルバッタ、ウッチョリ、テ
メエオリなど、地域によりさまざ
まです。
　清瀬市および周辺地域のうちお
りは、糸、反物、小物類、端裂

きれ
に

至るまですべてを対象に収集され
ています。

「うちおり」とは？
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納税に
ご協力を

■夜間納税・納税相談日2月22日㈫・24日㈭午後８時まで　　■土曜納税・納税相談日2月12日㈯午前９時～正午
■日曜納税・納税相談日2月27日㈰午前９時～午後４時　　　場いずれも市役所徴収課窓口問徴収課徴収係☎042-497-204５

　市では、土に親しみながら野菜
を作り、農業に対する理解や生産
の喜びなどを味わっていただくこ
とを目的に、市民農園を開設して
います。皆さまも新鮮な野菜の栽
培にチャレンジしてみませんか。
 対市内在住で野菜などの農産物
の栽培に意欲のある世帯（1世帯
につき1区画。すでに市民農園を
ご利用の方は不可）
 場竹丘二丁目市民農園
 費月額1,500円（指定日までに当
該年度分を一括納入）
【利用期間】4月1日㈮～令和7年2
月28日㈮

【募集区画】77区画（1区画20平方
㍍）
 申2月14日（必着）までに往復は
がきに必要事項を記入し（下記記
入例を参照）産業振興課産業振興
係へ（1世帯で複数の申込み、電
話などによる申込みは不可）
 問産業振興課産業振興係☎042-
497-2052
※同一区画の継続使用は連続2回

（合計6年以内）までです。
※申込み多数の場合は2月21日㈪
に公開抽選を行います。
※上清戸二丁目市民農園は3月31
日㈭をもって閉園となります。

竹丘二丁目市民農園の利用者

　竹丘二丁目市民農園
の利用を申し込みます。
1.住所
2.氏名（ふりがな）
3.電話番号
4.（現在使用中の方のみ）
　同じ場所を
　　①希望する
　　②希望しない

往信用（裏）
※
返
信
用
の
表
に
は
、
申
込
み
者
の
住
所

・
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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往信用（表）
【往信はがき記入例】

　市と清瀬商工会は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響が続く市内
の店舗を応援するための消費喚起
事業として、対象店舗でのお買い
物1,000円ごとに、300円分のチ
ケットを配布する「清瀬がんばる
お店応援キャンペーン」の第3弾
を開催します。
※令和3年11月～12月に実施した
第2弾とは異なり、チケットの配
布と利用の期間が分かれています
のでご注意ください。
【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会計あたり税込み
50,000円相当まで
【対象店舗】166店（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
※チケットの配布枚数には限りが
あります。各店の上限に達した場
合は配布終了となります。
※金券などの換金性の高いもの、
たばこ、ごみ指定収集袋、税金や
公共料金、公序良俗に反するもの
などは、配布および支払いともに
対象外です。
※新型コロナウイルス感染症の拡
大状況によっては、事前に予告な
く変更や中止となる場合がありま
す。あらかじめご了承ください。

清瀬がんばるお店応援
キャンペーン（第3弾）

市内のお店を応援しよう！
還元総額

3,000万円

商工会ホームペ
ージはこちら 配布するチケット

　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）または☎03-6258-5780（午前9時～午後5時、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☎0570-550-571（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

農業体験農園（野菜づくり）利用者
　農家（農園主）の指導のもと、
種まきから育成・収穫までの農業
体験ができます。種や苗、肥料、
農具などはご用意しますので、初
めての方でも安心して農業を体験
できます。講習会は主に土・日曜
日に行いますので、お勤めの方で
も楽しみながら学べます。
 対20歳以上の方（家族での参加も
可） 場小寺農園「畑の仲間 清瀬」

（下清戸五丁目） 費年間税込み
41,000円（種・苗・肥料・講習代

・野菜代などを含む）
【利用期間】3月中旬から令和5年1
月31日㈫まで
 【募集区画】60区画
 申 3月5日（必着）までに、はがき
に住所・氏名（ふりがな）・電話
番号を記入し、〒204-0011 下清
戸5-906 小寺農園「畑の仲間 清
瀬」まで郵送
 問高 田 ☎090-9320-3759、 ま た
は武藤☎090-4025-5119

　安心・安全な朝採り新鮮野菜を
自給自足しませんか。土作り、種
まき、生育管理、収穫まで専業農
家の方と一緒に野菜作りを体験で
きます。農業機械、用品・用具・
資材・種・苗などは農園で準備し
ますので、手ぶらで参加できます。
 場斉藤農園（上清戸二丁目） 日週1
回午前9時30分～正午（土曜日を

除くご希望の曜日を選択） 費月額
税込み3,000円（週1回・月4回）、
年間一括35,000円
 申 問住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・希望の曜日を電話または
ファクスで斉藤農園☎042-492-
4492Ｆ042-492-4271へ（ 受 付 は
平日午前9時～午後4時）
※随時申込みを受け付け中です。

体験農園生～皆で作って、皆で食べる

　ＪＡ東京みらいの指導のもと、
土づくりから種まき、栽培管理、
収穫までを行う農業体験です。種
や苗、肥料、農薬、農具などはす
べてＪＡがご用意します。栽培に
関することは定期講習会において
ＪＡの職員が丁寧に指導しますの
で、初めての方でも安心して野菜
の栽培・収穫ができます。
 対車以外の交通手段で通園でき
る方（家族・グループ可）。定員
10組程度（応募者多数の場合は抽
選）  場みらい農園（中里三丁目、
ＪＡ東京みらい清瀬支店北側）

 費年間税込み45,000円（種・苗・
肥料・講習代・野菜代などを含む） 
【利用期間】4月1日㈮～令和5年1
月31日㈫【募集区画】22.5平方㍍

（9㍍×2.5㍍） 申2月14日から20日
までの午前10時～午後3時にみら
い農園で開催の現地説明会（要電
話予約）に参加し、申込書を提
出 問ＪＡ東京みらい本店指導経済
課農園係☎042-477-0037
※ 詳 し く は、ＪＡ東
京みらいホームペー
ジ（右記QRコード参
照）をご覧ください。 詳しくはこちら

JA農業体験農園「みらい農園」利用者

農業体験農園の利用者を募集します！
手ぶらで 気軽に 農業体験！



3市報令和4年（2022年）2月1日号 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

今月の
納期

◆固定資産税・都市計画税（第4期）◆国民健康保険税（第8期）◆後期高齢者医療保険料（第8期）◆介護保険料（第8期）
2月28日㈪までに納めてください。　※電子決済アプリの利用上限額や決済方法などは、各アプリのホームページなどをご覧ください。

住民税非課税世帯 家計急変世帯

給付対象世帯

基準日（令和3年12月10日）において清瀬
市内に住民登録がある、令和3年度分の住
民税非課税世帯等

令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染
症の影響を受けて家計が急変し、住民税非
課税世帯と同様の事情(年間の総所得が非課
税世帯と同様）にあると認められる世帯

※ただし、世帯全員が、住民税が課税されているほかの親族などの扶養を受けている場合
は対象外となります。

受給権者
（給付金を受け取る方） 給付対象者の属する世帯の世帯主の方

給付額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限りの給付となります。また、住民税非課税世帯、家計急変世帯の重複受給は
できません。
※本給付金は非課税所得となります。

住民税非課税世帯等※に対する
臨時特別給付金について

1世帯
10万円給付

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、
さまざまな困難に直面した方々の生活・暮らしを速やか
に支援するため、住民税非課税世帯等※に対して、1世帯
あたり10万円を給付します。
※住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税均等割が非
課税であることを指します。

問合せ：清瀬市住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金コールセンター
☎0120-910-487（平日午前8時30分～午後6時）

　上記の日程に届かない場合、接種記録システム（VRS）が正しく登録さ
れていない可能性がありますので、市コールセンターまでお問い合わせ
ください。

　各会場の接種開始日から3月末まで、3ルートで運行します。
▶中里地域市民センター → 中清戸地域市民センター → 下宿地域市民
　センター（会場）
▶清瀬内山運動公園 → 旭が丘団地 → コミュニティプラザひまわり →
　下宿地域市民センター（会場）
▶野塩地域市民センター → 野塩団地 → ひだまりの里きよせ（会場）

　下記の日時で実施します。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）のみご案内します。

実施日 受付場所 時間 定員

2月9日㈬

健康センター
午前9時～正午
（ 午 前8時30分
に整理券配布）

各日300人
（定員を超えた場合は集
団接種会場をご案内しま
す）

2月14日㈪

2月24日㈭

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回目接種を完了した日 3回目接種券の発送日
（予定） 発送対象者数

令和3年7月1日～17日 2月1日㈫ 約7,000人

令和3年7月18日～31日 2月3日㈭ 約7,000人

令和3年8月1日～31日 2月14日㈪ 約11,000人

接種券が届き次第、電話予約およびウェブ予約が可能です。

対象者 1回目接種済み 2回目接種済み 3回目接種済み

69,124人 59,892人
（86.6㌫）

59,309人
（85.8㌫）

3,699人
（5.7㌫）※

（1月24日現在）

※3回目接種率は、対象者65,091人で計算しています。

申 請 に つ い て
住民税非課税世帯
　令和4年2月上旬以降、対象と思われる世帯に対し、「住
民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認
書」（以下「確認書」）を順次発送します。
　同封の記入例を参考に、対象要件に合致することをご
確認いただき、必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
※令和3年度住民税非課税世帯で、2月中旬までに確認書
が届かなかった場合は上記コールセンターまでお問い合
わせください。

家計急変世帯
　2月上旬以降、受給希望者が「住民税非課税世帯等に対
する臨時特別給付金（家計急変世帯分）申請書（請求書）」
（以下「申請書」）と家計急変を証する資料を添付して郵
送でご提出ください（あて先は申請書に記載していま
す）。
　申請書は市ホームページのほか、郵送でも取り寄せが
可能です。詳しくは、上記コールセンターまでお問い合
わせください。
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【事例】「近くで工事をしている者
だが、お宅の屋根瓦が壊れている
のが見えた。早く修理しないと大
変なことになる」と知らない業者
が訪ねてきた。屋根に上らせてほ
しいというので了承したところ、
割れた瓦の写真を見せられた。こ
のまま放置すれば台風などで瓦が
落下し近所の人にも迷惑がかかる
と言われ、慌てて屋根工事の契約
を結んだ。冷静に考えると、本当
に壊れた屋根瓦が見えたのか、見
せられた屋根瓦は私の家の瓦だっ
たのかと不審に思った。すでにク
ーリングオフ期間は過ぎている
が、信用できないので解約したい。
【アドバイス】市内で「お宅の屋根
瓦が落ちそうだ」「工事をしない
と危険」などと不安をあおり契約
させる「点検商法」の相談が増加
しています。訪問販売の場合、不
意打ち契約として契約してから8
日以内であればクーリングオフが
可能です。事例のようにクーリン
グオフ期間が過ぎてしまったとし
ても、契約書を渡されていない場

合や、渡された書面の記載内容に
不備がある場合はクーリングオフ
が可能です。
　また、実際は屋根瓦が壊れてい
ないにも関わらず、壊れていると
嘘をつかれて契約したことが明ら
かな場合は契約取り消しの交渉が
可能です。悪質業者は日中1人で
在宅している高齢者を狙っていま
す。突然来訪した業者の言葉を鵜
呑みにせず、信頼できる業者に屋
根の状態を見てもらうなど、契約
は慎重に行いましょう。また急か
されてもその場で契約をせず、家
族や消費生活センターに相談しま
しょう。
 問消費生活センター☎042-495-
6212（相談専用）

相談増加中

「屋根瓦が壊れている」

点検商法に要注意！

費生活相談の
現場から

消 消費生活センター運営委員募集
ご意見をお聞かせください‼

　消費生活センター運営に利用者
の意見を反映させるため、年に1
回行う運営委員会でご意見をいた
だける方を募集します。
 対市内在住で20歳以上の方
【募集人数】3人【任期】4月1日㈮
～令和6年3月31日㈰
【報酬】委員会1回（約2時間）につ

き5,000円（税込み）
 申 問2月21日（必着）までに直接
窓口または郵送で、応募動機を2
枚（800字）以内でまとめた原稿用
紙、住所、氏名、年齢、職業、電
話番号を記入した用紙を〒204-
0021 元町1-4-17 消費生活センタ
ー☎042-495-6211へ

　

　東京都は、柳瀬川流域の河川整
備計画（原案）を作成しましたの
で、皆さまのご意見を募集します。
▶計画（原案）の閲覧
 期2月1日㈫から3月4日㈮までの
午前8時30分～午後5時（土・日曜
日、祝日を除く） 場道路交通課窓
口、東京都建設局河川部窓口、北
多摩北部建設事務所
※東京都建設局ホームページでも
ご覧いただけます。
▶意見書の提出
 期2月1日㈫～3月4日㈮（必着）
【提出方法】閲覧場所に設置の意
見箱へ投函、または郵送、メール
で〒163-8001 東京都新宿区西新

宿2-8-1ＭS0000384@section.met
ro.tokyo.jp 東京都建設局河川部へ
※電話での意見募集は行っていま
せん。
 問東京都建設局河川部計画課☎
03-5320-5414
※新型コロナウイルス感染症拡大
状況により、上記の日程が延期と
なる可能性があります。詳しくは、
東京都建設局ホームページ（下記
QRコード参照）をご確認くださ
い。

柳瀬川流域河川整備計画（原案）
に対する意見募集を行います

詳しくはこちら
（東京都建設局
ホームページ）

　高齢になると、さまざまな病気による認知力の低下や、独居・高齢者夫婦での生活による不安などが増すことで判断力が低下し、養護者からの虐
待や悪質業者からの消費者被害を受けやすくなります。このような高齢者への権利侵害のなかでも、高齢者虐待について、市の現状とともにお知ら
せします。 問介護保険課地域包括ケア係☎042-497-2082

　高齢者虐待は、時間の経過とともに悪化したり、恒常化したりします。
　悪化した関係を正すことは困難を極めるため、早期に支援をすること
で、対応後の関係が良好に保たれることが多くあります。
　「もしかして？」と感じた時点で通報していただくことによって、早
期の対応につながります。実際には虐待でなかった場合でも、通報者は
法律により守られますのでご安心ください。
　高齢者の住んでいる地区ごとに下記までご相談ください。

地域 センター名 電話番号
松山 清瀬市地域包括支援センター 042-497-2082

上清戸・中清戸
・下清戸・元町 きよせ社協地域包括支援センター 042-495-5516
竹丘・梅園
・野塩 きよせ信愛地域包括支援センター 042-492-1850
中里・下宿
・旭が丘 きよせ清雅地域包括支援センター 042-495-1370

●顔や体に小さな傷やあざが頻繁にみられる。
●傷やあざに関する説明のつじつまが合わない。
●「怖い」「家にいたくない」などと訴える。
●食欲の変化、過食・拒食、不自然な体重の増減がみられる。
●衣服が汚れており、体から異臭がする。
●疾患の症状があるのに、医師の診療を受けていない。
●昼間でも雨戸が閉まっている。
●人目を避け、1人で過ごすことが多くなる。
●経済的に困っていないのに、サービスを利用したがらない。

　市では、市民の皆さまに広く知識を得ていただくため
に、高齢者虐待に関するリーフレットを作
りました。リーフレットは市内地域包括支
援センターで入手できます。また、市ホー
ムページからダウンロードすることもでき
ます。ぜひご覧ください。

詳
し
く
は
こ
ち
ら

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
表
紙

10

20

30

身体的
虐待
27件

心理的
虐待
22件

経済的
虐待
18件

放棄・放任
13件

性的虐待
1件

※令和3年4月1日現在

〇1人で屋外に出てしまうのを防ぐため、部屋から出さないようにして
　いる。
〇年金や預金通帳などを管理し、本人に内緒で使っている。
〇お金がもったいないので必要な介護サービスの利用や病院の受診をさ
　せない。
〇高齢であることを理由に、食事や水分を少量に制限している。
〇人前でおむつを交換したり、失敗しないように排泄を監視する。

　良かれと思って行ったことでも、高齢者本人が少しでも嫌だと感じる
ことは虐待とみなされます。虐待に至る原因はさまざまではありますが、
虐待をしてしまった養護者自身が困っている場合もあるため、周囲の方
々があたたかい気持ちで見守り、支援をすることが重要です。
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お答えします！

個人住民税（市・都民税）に関するよくある質問

　例えば、令和3年度の課税（非課税）証明書であれば、令和3年1月1日
に住民票がある市区町村で発行されます。状況によっては、申請日の当
日にお渡しできない場合があります。申請前に必要な課税（非課税）証
明書の年度を再度ご確認ください。

Q. 今年、転入や転出をする予定なのですが、課税（非課税）証明書はどちらの自治体で発行できますか？

課税証明書は、その年の1月1日に住んでいた（住
民票がある）自治体で発行できます。A.

　なお、収入金額に直すと、給与のみの方は103万円以下、年金のみの
方は65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下となります。

家族の扶養に入るための所得の限度はいくらですか？Q.

前年中（1月1日～12月31日）の合計所得金額が48万円
以下の親族の方であれば扶養に入ることができます。A.

　住民税（市・都民税）は、その年の1月1日現在居住している方が課税
対象になります。亡くなった年の前年中の収入が一定額以上あり、亡く
なった日が1月2日以降だと課税対象者となります。相続放棄される場
合はご連絡ください。

Q. 家族が亡くなり、未払いの住民税がある場合は支払わなければなりませんか？

納税義務は相続人の方が引き継ぐことになります。A.

　住民税（市・都民税）は前年中の収入に基づき税額を決定します。現在、
収入がない方であっても、前年中に一定額以上の収入があった場合には
住民税（市・都民税）の課税対象になります。
　納付が困難な場合は、徴収課徴収係☎042-497-2045までご相談くだ
さい。

Q.
前年中は仕事をしていて収入がありましたが、現在
は無職で収入がありません。住民税は払わないとい
けないのでしょうか？

前年中に一定額以上の収入があった場合には課税の
対象になり、お支払いいただかなければなりません。A.

　なお、生活保護法によって生活扶助を受けている方は非課税になりま
す。

どのような場合に住民税が非課税になりますか？Q.

条件によって異なります。下表をご参照ください。A.

合計所得金額
単身の方 45万円以下

扶養親族がいる方 35万円×（本人+扶養親族の人数）
+31万円以下

障害者手帳をお持ちの
方、未成年者、寡婦、

ひとり親の方
135万円以下

　医療費控除の明細書には、「医療を受けた方」と「病院」ごとに分けて、
自身や生計を一にする親族のために支払った医療費を記入してくださ
い。なお、保険金などで補てんされた金額がある場合は、そちらもご記
入ください。
　また、平成29年分から領収書の提出は不要となっていますので、申
告の際に持参する必要はありません。ただし、領収書などは確定申告期
限から5年間ご自宅などで保管してください（税務署が調査のため提出
を求める場合があります）。
　医療費控除の明細書は国税庁ホームページからダウンロードできるほ
か、任意の様式でも構いません。
※医療費控除は税額計算上の所得控除の1つであり、支払った医療費が
戻ってくるといった制度ではありません。

Q. 医療費控除を受けるには何が必要ですか？

確定申告書または市・都民税申告書の提出と、ご自
身で作成した医療費控除の明細書の添付が必須です。A.

　税を正しく理解し、考える租税教育推
進活動の一環として、税についての作文
・税の標語」をご応募をいただき、選考
を行っています。この度、令和3年度の
受賞者が決定しましたのでお知らせしま
す。受賞された皆さん、おめでとうござ
います！
※なお、新型コロナウイルス感染症の影
響により表彰式は中止となりました。
 問徴収課徴収係☎042-497-2045

清瀬市長賞 須田啓太
 （東星学園中3年）

清瀬市租税教育推進協議会 会長賞 大倉瑞喜 （四中3年）
東京都立川都税事務所長賞 向井理子 （五中3年）
東京納税貯蓄組合総連合会

会長賞 長岡吟音 （二中3年）

多摩武蔵納税貯蓄組合連合会
会長賞 三木蒼生 （四中3年）

東京税理士会東村山支部 支部長賞 三好若葉 （二中3年）
一般社団法人東村山青色申告会

会長賞 髙橋響 （清中3年）

公益社団法人東村山法人会 会長賞 黒田愛佳 （三中3年）
多摩武蔵納税貯蓄組合連合会

会長感謝状 東星学園中学校

「税についての作文」（敬称略）
清瀬市長賞 臼井詩温 （清中1年）

清瀬市教育委員会
教育長賞 中島和律 （三中3年）

東村山税務署長賞 小川桜都 （四中3年）
東京都立川都税

事務所長賞 齋藤咲希 （清中1年）

東村山間税会
会長賞 山越菜々美 （五中3年）

全国間税会総連合会
入選

長岡吟音 （二中3年）
高橋真友 

（東星学園中3年）
東京国税局間税会

連合会 入選 栗山弘豊 （二中3年）

「税の標語」（敬称略）

 問課税課市民税係☎042-497-2040
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下宿地域市民センター 
市民体育館の一般開放

　①卓球②バドミントンの施設を下
記の日時で一般開放します。
 対小学生以上の方（小学生は保護者
同伴）。①は先着6組、②は先着3組
 日2月19日㈯午前9時3０分～、午後
1時～、午後3時～（1枠につき2時
間） 場市民体育館 費おとな＝1００円、
中学生以下＝５０円 持体育館用上履
き、ラケット、ボール、シャトルな
ど 申 問電話で下宿地域市民センタ
ー☎０42-493-4０33へ（②は当日午前
8時3０分から受け付け）
※詳しくは下宿地域市民センターホ
ームページをご確認ください。

アイレック登録団体・サポーターの 
活動紹介パネル展示

　アイレック登録団体・サポーター
の活動紹介パネル展示を行います。
また、アイレックサポーターは一緒
に活動してくれるメンバーを随時募
集しています。 日2月21日㈪～3月6
日㈰いずれも午前1０時～午後8時
（初日は午後3時から） 場クレアギャ
ラリー （クレアビル4階） 直 問男女共
同参画センター☎０42-49５-7００2

withコロナの働き方相談会
◆キャリアカウンセラーによる仕事
　に関する相談会
　各時間先着2人。 日2月17日㈭、3
月2日㈬午前1０時3０分～11時1５分、
午前11時3０分～午後０時1５分、 午後
1時1５分～2時 場きよせコワーキン
グスペースことりば（相
談室他） 申専用フォーム
から申込み（右記QRコ
ード参照）
※保育あり（先着1０人、
6か月～就学前まで、要
予約）。
◆出張マザーズハローワーク　
　仕事と子育て、介護などの両立が
しやすい求人情報を提供します。
 日2月17日㈭、3月2日㈬午前1０時
から午後3時まで（最終受付は午後2
時3０分） 場生涯学習センター（展示
ホール） 
※直接会場へお越しください
 問いずれもNPO法人ダイバーシティ
コミュ☎０42-５０8-26５０（平日午前9
時～午後５時）Ｍinfo@diversitycom
mu.com

女性のための 
ピアサポート交流会

◆第4回　発達凸凹児のこそだて
　・どうする？ 園選び、学校選び
 対発達凸凹児を育てている女性。
先着6人 日2月17日㈭午前1０時～正
午 場きよせコワーキングスペース
ことりば【協力団体】NPO法人ウィ
ズアイ 申 2月16日までに専用フォー
ムから申込み（下記QRコード参照）
◆第5回　未就園児のこそだて・多
　肉植物と触れ合いながら、お話し
　しよう
対未就園児を育てている女性。先着
6人 日2月2５日㈮午前1０時～正午
 場きよせコワーキングスペースこ
とりば【協力団体】東久留米の育児
支援マップを作る会 申 2月24日まで

に専用フォームから申込み（下記QR
コード参照）
 問いずれもNPO法人ダイバーシティ
コミュ☎０42-５０8-26５０（平日午前9
時～午後５時）Ｍinfo@di
versitycommu.com
※保育あり（先着1０人、
6か月から就学前まで、
要予約）。

LGBTQイベント 
「カフェきよにじ」

　LGBTQ当事者、そうかもしれない
と感じる方、Ally（アライ＝支援者）、
関心のある方のための定期開催の交
流会です。先着2０人。 日3月12日㈯
午後2時～4時 場 直 問男女共同参画
センター☎０42-49５-7００2

【動画配信型】ゲートキーパー 
養成講座（初級編）

　あなたの気づきを待っている人が
います。ゲートキーパーに必要な基
礎知識、声のかけ方などを学びます。
 対市内在住・在勤・在学などの方

【視聴期間】3月18日㈮まで
【視聴方法】ご自分のパソコンやス
マートフォンなどで動画を視聴
 講立正大学心理臨床センター助教
喜多見学氏 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

【集合型】ゲートキーパー 
養成講座（中級編）

　ロールプレイを通じて声かけや傾
聴、相談の促し方などの実践的な内
容を学びます。 対市内在住・在勤
・在学などの方で初級編を受講され
た方 日2月18日㈮午後7時～8時3０
分 場生涯学習センター 講立正大学
心理臨床センター助教　喜多見学氏
 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

国際女性デー記念イベント
　国際女性デーを記念して、映画「何
を怖れるーフェミニズムを生きた女
たちー」の上映と松井久子監督のト
ークを行います。先着9０人。 日2月
26日㈯午後1時3０分～4時3０分 場ア
ミューホール  申 問2月1日午前9時
から24日までに電話（平日午前9時
～午後５時）またはファクス（住所・
氏名・年齢・電話番号を記入）で男
女共同参画センター☎０42-49５-
7００2
Ｆ ０42 -49５ -
7００8へ
※ 保 育 あ り
（先着1０人、6
か月から就学
前まで、要予
約）。

第１３回消費生活講座
　スマホやインターネット関連の消
費者トラブルに巻き込まれないよ
う、安全に賢く利用する方法を学び
ます。 先着2０人 。 日3月9日㈬午後
2時～4時 場消費生活センター 講一
般社団法人ECネットワーク理事 原
田由里氏 申 問2月1日（平日午前9時
～午後５時）から電話で消費生活セ
ンター☎０42-49５-6211へ

※保育あり（先着3人、6か月から就
学前まで、要予約）。

講演会「不登校・ひきこもりの 
理解と対応のヒント」

 対不登校・ひきこもりに関心のあ
る方 日2月2０日㈰午前9時3０分～11
時3０分 場アミューホール 講不登校
・ひきこもり相談室ヒューマン・ス
タジオ代表兼相談員丸山康彦氏
 問NPO法人ウイズア
イ☎０42-4５2-976５
 申NPO法人ウイズア
イホームページの専
用フォームから申込
み（右記QRコード参照）

編み物教室
　春物ストールを制作します。
 対18歳以上の方。先着7人 日2月22
日㈫、3月22日㈫いずれも午前1０時
～正午 （2日で1作品制
作） 費4,6５０円（材料費込
み） 申 専用フォームから
申込み（右記QRコード参
照） 問下宿地域市民セ
ンター☎０42-493-4０33

認知症市民公開講座 
「みんなで考える認知症予防」

 日3月19日㈯午後2時～4時3０分
 【視聴方法】オンライン視聴（Ｚoom
にて配信予定） 申 問2月28日までに
市民公開講座webフォームまたは、
はがき・ファクスに参加者全員の氏
名・電話番号・メールアドレスを記
入し、〒187-8５５1小平市小川東町
4-1-1 国立精神・神経医療研究セン
ター病院 認知症センター☎０42-
341-2711Ｆ０42-346-1692へ

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
弁護士が無料で相談に応じます。 
日2月16日㈬午前1０時～正午 場コミ
ュニティプラザひまわり 申 問きよ
せ権利擁護センターあいねっと☎
０42-49５-５５73へ

不妊治療で授かったママの会
　子どもと出会うのに長い時間を要
したママの会です。一緒に交流しま
しょう。 日2月18日㈮・2５日㈮いず
れも午前1０時～正午（連続講座）
 場きよせボランティア・市民活動
センター 費５００円（清瀬市子育て・
キラリ・クーポン券使用可）
 申 問メールまたはウイズアイホー
ムページの申込みフォームからNPO

法人ウイズアイＭaiai@with-ai.netへ

子ども家庭支援センター 
再開のお知らせ

　子ども家庭支援センターは、児童
センター空調設備改修工事に伴い、
一時的に健康センターで業務を行っ
ていますが、2月16日㈬からは児童
センターにて再開します。休館日は
火曜日に変更となります。また、引
っ越し作業に伴い、2月1５日は休館
日とさせていただます。
 問子ども家庭支援センター☎０42-
49５-77０1

子育て広場再開のお知らせ
　子育て広場は、児童センター空調
設備改修工事に伴い、一時的に2月
4日までコミュニティプラザひまわ
り2階会議室にて開催しています
が、2月16日㈬からは児童センター
にて再開します。 問子ども家庭支
援センター☎０42-49５-77０1
※ 2月５日から2月1５日までは休館。

健診の後は健康チャレンジ
　健康チャレンジは、市が行う特定
保健指導です。保健師や管理栄養士
と一緒に3か月間のプログラムを作
成し、自身のペースで取り組みまし
ょう。 ぜひ健康づくりにご活用く
ださい。 対清瀬市国民健康保険加
入者で、令和3年度特定保健指導対
象者の方 日①2月9日㈬②2月26日㈯
③2月28日㈪いずれも午前9時 3０分
～正午、午後1時～4時
 場①生涯学習センター②③健康セ
ンター 申 問電話で健康推進課成人
保健係☎０42-497-2０76へ

よってこカフェinふわっとん
　認知症に関心のある方ならどなた
でも利用できます。 日2月8日㈫・
22日㈫午後2時～4時（ラストオーダ
ーは午後3時3０分） 場Cafeふわっと
ん（上清戸一丁目） 費お茶代3００
円 （茶菓子付き） 申 問介護保険課地
域包括ケア係☎０42-497-2０82へ

認知症家族会　ゆりの会
　認知症の方を介護するご家族など
の交流を目的に、今抱えている問題
や悩みを率直に語りあい、明日への
エネルギーに繋げていきましょう。
  対認知症の方を介護しているご家
族など 日2月16日㈬午後2時～3時
3０分 場生涯学習センター 申 問介護
保険課地域包括ケア係☎０42-497-
2０82へ

【市民伝言板利用案内】●3月１5日号掲載
希望の「催し物」の原稿は、２月1日午前
8時30分から２月１5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

さわらび会 ▼身近で気軽に楽しめる素
敵な絵画展。駅前図書館前ギャラリー
で 開 催。2月7日 ㈪ ～2０日 ㈰1０時 
～2０時、クレアギャラリー（クレアビ
ル4階）、無料、さわらび会・高橋☎
０42-427-1244
大丈夫！心開いて語りあえば ▼不登校
いじめで悩んでいませんか。一緒に解
決の糸口を見つけましょう。2月５日
㈯13時3０分～1５時3０分、きよせボラ
ンティア・市民活動センター、1００円、
にんじんの会・塩澤☎０42-494-０443

申込みはこち
らから

申込みはこち
らから

申込みはこち
らから

ウイズアイ
ホームページ

松井久子監督
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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～」
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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

6
日

杉本医院
元町2-7-1☎042-4９2-11９９ 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）

長羽
医師

11
日

清瀬下宿中央診療所
下宿2-3９1-7☎042-4９1-2217

畑
医師

13
日

酒田クリニック
野塩５-2８0-2☎042-4９6-732８ 

筒井（晃）
医師

20
日

宇都宮小児科内科クリニック
元町1-８-2☎042-4９1-５５５6

倉田
医師

23
日

清瀬診療所
元町1-13-27☎042-4９3-2727

福田
医師

27
日

北多摩クリニック
上清戸2-1-41☎042-4９6-7760

松木
医師

2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。

2・3月の
申 問1～7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2月1日から。

2月2５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。予
約制。

2月16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.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。

2月1８日㈮、3月1８日㈮いずれ
も午前９時30分～正午（30分ご
と各3組）

4.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）

5.ステップアップ幼児食
　管理栄養士による幼児食の調理実演と相談を
行います。 対1歳～1歳11か月の幼児とその保護
者。先着6組（保護者のみの参加も可）
※予約制。申込みは2月1日から。

2月９日㈬午前10時
～11時1５分

6.スマイルベビーきよせ　ママヨガクラス
　産後ヨガや他のお母さんとの交流をとおして、
気持ちや体をリフレッシュしませんか。 対1か月
～7か月未満の乳児と母親。先着6組
※予約制。申込は2月1日から。別室で上の子
の保育あり（先着2人。就学前まで。要予約）。

2月17日㈭午前10時～11時30
分（受付は午前９時30分から）

7. 3歳児健康診査※  
 対平成31年1月に生まれた幼児とその保護者
※子どもの計測日は中止です。

2月1５日㈫

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2月4日までコミュニティプラザひまわり、2月16日から児童
センター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

※7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。7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。

清瀬市事業継続支援金

　新型コロナウイルス感染症拡大に
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の
事業継続を支援するために、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
受けた市内事業者に対して一律10
万円を給付します。必要書類など詳
しくは、市または清瀬商工会ホーム
ページをご確認ください。
【対象事業者】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
【申請方法】2月28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

◆市（まちづくり応援寄付金）へ
　竹輪龍哉様（50,000円）、大原義
道 様（11,000円 ）、 和 久 利 杏 奈 様

（10,000円）、又野一仁様（10,000円）
ありがとうございました。

交通災害共済（ちょこっと共済）にご加入を

　2月1日から、令和4年度事前加
入受付を開始します。
【加入資格】清瀬市に住民登録の
ある方
【共済期間】令和4年4月1日から令
和5年3月31日まで（令和4年4月1
日以降に加入申込みをされた場
合、申込み日の翌日から令和5年
3月31日までが共済期間となりま
す） 費Aコース＝年額 1,000円、B
コース＝年額500円。1人1口。お
とな・子ども同額 申パンフレッ

トに添付されている加入申込書に
必要事項を記入し、会費を添えて
りそな銀行清瀬支店派出所(市役
所本庁舎1階)、 松山出張所、りそ
な・三井住友・みずほ銀行の各清
瀬支店、西京・飯能信用金庫の各
清瀬支店、東京みらい農業協同組
合清瀬支店、きらぼし銀行・青梅
信用金庫の各秋津支店の窓口へ

（印鑑は不要） 問道路交通課交通
安全係☎042-497-2096

　東京都は、令和元年、東京都立
清瀬小児病院跡地（梅園一丁目）
に整備した社会福祉施設建替促進
施設の敷地内に、地域の憩いの場
としてアカマツ保全林地を整備し
ました。
　2月1日㈫から、その敷地の一
部を一般開放します。保全林地内
掲示板の注意事項をご確認のう
え、ルールを守ってご利用くださ
い。【開放時間】水・土曜日、祝日、
年末年始を除く午前9時～午後4

時30分（4月～10月は午後5時ま
で） 問東京都福祉保健局総務部契
約管財課☎03-5320-4187

アカマツ保全林地の
一般開放がはじまります！

郷土博物館のイベント・お知らせ
①冬の文化財散歩「柳瀬川流域の史跡探訪」
　柳瀬川流域を歩きながら現在でも見ることができる文化財・
史跡を博物館学芸員の解説を聞きながら探訪します。 対中学生
以上。先着20人  日  2月23日㈬午前9時30分～正午（雨天の場合
は2月27日㈰へ順延） 場集合・解散＝下宿地域市民センター  
講郷土博物館学芸員 持筆記用具 
※当日は、約2時間半程度歩くため、歩きやすい服装・靴でご参加くだ
さい。また河川敷を歩くため各自、防寒対策をお願いいたします。
②ミュージア ム・シアター7
 　16㍉フィルムによる上映です。先着25人程度。 内「東京　大
江戸の春」（上映時間29分）、　「ひなまつり日本人のこころ」（上
映時間25分）  日2月17日㈭午後1時30分から 場郷土博物館 
③報告書「うちおりー清瀬市及び周辺地域の自家製織物ー」販売中
　平成24年に刊行した本書を、資料解説とリストを増補し、改訂版と
して刊行しました。
　平成16年から市民の有志を中心に市内で収集した「清瀬のうちおり」
とその関連道具を写真とともに数多く紹介しています。
　国の重要有形民俗文化財「清瀬のうちおり」の貴重な資料をぜひご覧
ください。 費2,000円【販売場所】郷土博物館
申 問②は直接会場へ。①は 2月1日午前9時から22日午後5時までに電話
で郷土博物館☎042-493-8585へ

図書館からのお知らせ
特別整理休館のお知らせ
　図書館では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、ご理解と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 ＝2月7日 ㈪～11日㈮、
中央図書館 ＝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。
※その他の図書館（野塩図書館を除く）は通常どおり開館します。
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