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④Let'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。各クラス先着12組。
 日４月1９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  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 
⑤講座「写経教室4月～6月」
　般若心経を通して「写経体」という
字体を学びます。各曜日先着18人。
 日月曜教室＝４月４日、5月９日、6月6
日、木曜教室＝４月7日、5月12日、6
月９日いずれも午前10時～正午
 費3,000円（3回分、用紙代別） 講横田
游心氏 持大筆、小筆、すずり、墨汁、
下敷き、文鎮、半紙
⑥講座「春のプリザーアレンジメント」
　季節に合わせたテーマで開催するフ
ラワーアレンジメントのレッスンで
す。先着8人。 日４月23日㈯午前９時
30分～11時30分
 費3,300円（花材代） 講福
井ひろ子氏 持筆記用具、
メジャー 
 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
清瀬けやきホール清瀬けやきホール

①清瀬リコーダーフェスティバルVol.6
　小編成からオーケストラまで、リコ
ーダーの魅力たっぷりのフェスティバ
ルです。 日４月17日㈰午後1時～（開場
は午後0時30分） 費一般2,500円、友の
会2,000円、ペア４,500円、シルバー
2,200円（65歳以上、要証明）、学生
500円、障害者割引1,500円、（ご本人、
付き添い各1,500円、要証明）

【出演】松浦孝成、浅井愛、上村瑛理、
宮里安矢（リコーダーアンサンブル）
②そうだじゅげむきこう
　5月のじゅげむは大ホールで開催し
ます。 日5月1４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】三遊亭わん
丈、春風亭枝次
③ベビーオイルマッサージ教室
　赤ちゃんへのオイルマッサージ、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４月15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

ガ協会トレーナー・ヨガ療法士　松山
伸子氏 持ヨガマット（ない場合はバス
タオル）、運動しやすい
服装、飲み物、タオル、
マスク着用
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

①無料パソコン教室（Windows10）
 対パソコンが初めてまたは初級の方。
先着10人 日5月7日・1４日・21日・28日（全
４回）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5月1９日㈭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1回のみ。 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～ 内月曜日＝ビリヤード、火
曜日＝ヨガ、水・金・土曜日＝ピンポ
ン、木曜日＝はつらつ体操、月～土曜
日＝健康麻雀、
 申 問一般社団法人きよせ100歳時代☎
0４2-４９４-2800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「発酵ソース
　ピザ！」
　先着18人。 日４月23日㈯午前10時～
午後0時30分 費2,200円（材料費）
 講発酵ライフ協会アドバイザープロ
髙田妃出美氏 持エプロン、三角巾、
ふきん3枚 
②清瀬きもの部4月～７月コース受講
者募集！
　きものを気軽に着てみたい！ そん
な願いを叶えます。きものをお持ちで
なくても大丈夫。レンタル着物をご用
意しています。先着8人。 日４月10日㈰、
5月8日㈰、6月12日㈰、7月10日㈰午
前10時～11時30分 費3,000円（全４回
分）、レンタルきもの４回2,000円 
 講飯岡美絵氏  持きもの一式、半幅帯
◆同日の個別レッスン

【時間】午前９時～９時50分、午前11時４0
分～午後0時30分【費用】1回1,700円
③ヨガ療法　ひまわり教室
　バランスを整えるヨガ療法を一緒に
楽しみましょう！ 日４月5日、12日、
26日いずれも火曜日午前10時～11時
30分 費入会金1,000円、月会費3,000
円（月3回）、初回体験は無料 講国際ヨ

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

	 	 	

　スピリットベアと呼ばれる不
思議な白いクマが暮らすカナダ
西部、太平洋沿岸部の森。そこ
には1万年以上、ほぼ手つかず
のまま自然が残されており、た
くさんの動物たちが暮らしてい
ます。稀有な生態系が残された
森で繰り広げられるいのちの物
語をのぞいてみましょう 。
 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４月10日までの毎日と土・
日、祝日は午前11時50分～、４
月2９日～5月5日は午前11時４0
分～ 場多摩六都科学館 費観覧
付入館券おとな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
券を販売 問多摩六都科学館☎
0４2-４6９-6100
※４月の休館日：11日㈪～1４日
㈭・18日㈪～21日㈭、25日㈪

多摩六都科学館の催し物 多摩六都科学館
ホームページ

大型映像
　　「ふしぎな白いクマと神秘の森」
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新型コロナウイルス感染症	
生活困窮者自立支援金

　社会福祉協議会が実施する特例貸
付が、限度額に達したなどの一定の
要件に該当する生活困窮者世帯に支
給する「新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金」の申請期限
を6月30日㈭まで延長します。なお、
この支援金の対象になると思われる
方には、申請書を順次送付していま
す。  問生活福祉課庶務係☎0４2-
４９7-2058

固定資産（土地・家屋）	
縦覧帳簿の縦覧

　令和４年度固定資産（土地・家屋）
縦覧帳簿を４月1日㈮から5月31日㈫
まで（土・日曜日、祝日を除く）縦
覧できます。これは、所有する土地
・家屋と、ほかの土地・家屋の価格
を比較することにより、所有する固
定資産の評価が適正であるか確認す
ることを目的としています。また、
縦覧期間中であれば、縦覧に代えて
名寄台帳の無料交付も行っています
（下記窓口による発行のみ。郵送に

よる名寄台帳交付請求は、通常どお
り手数料が必要となります）。

【縦覧できる方】令和４年1月1日現
在、清瀬市に固定資産をお持ちの納
税義務者の方【時間】午前8時30分～
午後5時 【縦覧場所】課税課窓口 持印
鑑（法人の場合は法人代表者印）、
身分証明書、代理人の場合は委任状
または納税通知書（5月初旬発送予
定） 問課税課固定資産税係☎0４2-
４９7-20４2

後期高齢者医療制度	
自己負担割合の見直し

　10月1日㈯から後期高齢者医療被
保険者の医療費の自己負担割合に新
たに「2割」が追加されます。「2割」
の対象の方は一定以上の所得がある
方で令和４年度の住民税課税所得
（令和3年中の所得に係るもの）をも
とに判定します。そのため、令和４
年度の住民税課税所得が確定した後
に判定が可能となります。3割負担
の条件は変わりません。
 問今回の制度見直しの背景などに
関する質問＝後期高齢者医療の窓口
負担割合に関する厚生労働省コール

～きよせ100歳時代の催し物～

センター☎0120-002-71９、医療費
の自己負担割合見直しに関する質問
＝東京都後期高齢者医療広域連合お
問い合わせセンター☎0570-086-
51９、保険年金課高齢者保険係 ☎
0４2-４９7-2050
国民年金保険料が改定されました
　４月から令和5年3月までの国民年
金保険料は、1か月16,5９0円です。
国民年金第1号被保険者の方には日
本年金機構から、令和４年度の国民
年金保険料納付案内書が４月上旬に
発送されます。保険料は2年前納（４
月から令和6年3月）すると1４,5４0円
割引、1年前納すると3,530円割引、
半年前納すると810円割引されま
す。口座振替にすると、さらに割引
率が上がります。 問武蔵野年金事
務所☎0４22-56-1４11
市民活動団体などへのお知らせ
　市内を拠点とする市民活動団体な
どが実施する、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
た取り組みに対して補助金を交付し
ます。【対象事業者】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、下
限5万円【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
課題を解決するための取り組みに係
る経費 問企画課市民協働係☎0４2-
４９7-1803
※申請前に事前相談を実施します。
詳しくは市ホームページをご確認く
ださい。

◆市（一般等寄附金）へ
　鈴木久子様（10,000円）
◆市（一般等寄附金（受動喫煙対策））へ
　大森正子様（5,000円）
　ありがとうございました。

三井住友海上文化財団助成コンサート
通崎睦美の木琴日和

　今回使用される木琴は、戦前の
アメリカで活躍した木琴の巨匠・
平岡養一（1９07-1９81）が愛用し
た1９35年製の大型木琴。「木琴と
マリンバはどう違う？」そんなお
話も交えながらの親しみあふれる
コンサートです。【曲目】モンテ
ィ作曲：チャールダシュ、ロドリ
ゲス作曲/平岡養一版：ラ・クン
パルシータ、カーン作曲/松園洋
二編：煙が目にしみる 他 日5月28
日㈯午後2時～（開場は午後1時30
分） 場清瀬けやきホール 費一般
2,000円、友の会1,500円、大学
生 以 下1,000円、 ペ ア3,500円、

障害者割引ご本人・付き添い各
1,000円（要証明）【出演】通崎睦美
（木琴）、松園洋二（ピアノ）
 申 問直接窓口または電話で清瀬
けやきホール☎0４2-４９3-４011へ
※全席指定・未就学児入場不可。
※三井住友海上文化財団の助成に
よる特別料金です。
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