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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

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

５・６月の
  申 問電話で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. ママの時間
　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＝5組、個別相談＝1組
※別室で保育あり。申込みは随時受け付け。予約制。

5月25日㈬グループ＝午
後2時～3時30分、
個別相談＝午後1時10分
～1時４0分

市
役
所
本
庁
舎

２.こどもの計測日
　お子さんの計測を行います。 対生後2か月～3歳未満
※5月6日から電話で予約制。

5月20日㈮

３. ３～４か月児健康診査
対令和４年1月11日から令和４年2月9日生まれの乳
児とその保護者
内内科診察、計測、保育・栄養などの相談

5月17日㈫
（対象者には個別に通知
を送ります）

４. スマイルベビーきよせプレママ準備クラス（個別）
　助産師が母乳育児や出産に向けての相談をお受
けします。 対妊娠中のお母さんとお父さん
※予約制。 5月23日㈪午後1時15分

～、2時5分～、2時55分～
（各回30分から４0分）

５. スマイルベビーきよせすくすく赤ちゃんクラス
（個別）
　助産師に授乳相談ができます。
 対生後1か月～7か月未満の乳児とその母親
※予約制。
６. 1歳児子育て相談会
　計測、子育て・栄養などの相談、母子の健康相
談を行います。  対令和3年４月に生まれた幼児
※予約制。

5月20日㈮
（詳しくは事前送付書類
をご覧ください）

７. 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
しくは申込み時に案内し
ます）

休
日
歯
科
応

急
セ
ン
タ
ー

（
市
民
活
動
セ

ン
タ
ー
内
）

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（ 場児童センター 問子ども家庭支援センター☎0４2-４95-77
01）、野塩／野塩出張／下宿（ 問NPO法人ウイズアイ☎0４2-４52-9765
Ｍinfo@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。

※３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。３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。
※例年健康診査を行っている健康センターは、4月から大規模改修を行っているため会場とし
て使用できなくなります。会場をご確認のうえ、お越しください。

5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。

郷土博物館のイベント・お知らせ
①清瀬のうちおり常設展示 「祝着」
　 4月に、国指定重要有形民俗文化財「清瀬のうちおり」の展示資料の入れ
替えを行いました。4・5月は「祝着」をテーマに資料を展示しています。 期5月
3１日㈫まで（月曜日は休館日） 場 直郷土博物館
②年中行事「端午の節供」
　兜飾りをはじめとした五月人形を展示します。清瀬の昔の端午の節供も併
せて紹介します。 期5月3１日㈫まで（月曜日は休館日） 場 直郷土博物館
③柏もち作り講習会（予約制）
　市内の柏の葉を使い、柏もちの伝統的な作り方を学びます。作った柏もち
は持ち帰ることができます。 対１８歳以上。先着１2人 日5月１4日㈯午前9時
30分～正午 場郷土博物館 費600円 講小俣洋子氏
 持エプロン、三角巾、タオル、マスクなど 申5月１日午前9時から電話で郷土
博物館☎042-493-８5８5へ
④春の文化財散歩（予約制）
　「清瀬の文化財散歩」を片手に約5㌔のコースを学芸員の解説を聞きなが
ら、市内の文化財を探訪します。今回は結核療養所の歴史を中心に松山・
竹丘・梅園地域の文化財を訪れます。 対１８歳以上。先着20人 日5月2１日㈯
午前9時１5分～正午（雨天の場合は5月22日㈰に順延） 【開催場所】集合＝清
瀬駅北口交番前、解散＝清瀬駅南口 費200円（清瀬の文化財散歩の購入費。
すでにお持ちの方は持参すれば無料） 講博物館学芸員・市史編さん室職
員 申5月１日午前9時から電話で郷土博物館☎042-493-８5８5へ
 問郷土博物館☎042-493-８5８5
 図書館のイベント
図書館事業「子ども読書の日」に関する子ども会
　各回40分程度。 対幼児～小学生。先着１5人 日 場 内下表のとおり

タイトル 日時 会場
「図書館にあじさいがさいたよ」 5月11日㈬午後3時30分～ 野塩図書館
「布のしおりをつくろう！」 5月12日㈭午後3時30分～ 中央図書館
「みんなで作る動物たち」 5月1８日㈬午後3時30分～ 竹丘図書館

 申 問5月１日から直接窓口または電話（月曜日休館日）で各館へ。野塩図書館☎
042-493-40８6、中央図書館☎042-493-4326、竹丘図書館☎042-495-１555へ

詳しくはこちら

　5月１日㈰～5月6日㈮の図書館の開館状況は下表のとおりです。
 問中央図書館☎042-493-4326

　5月1日㈰～5月6日㈮図書館開館状況

中央 元町
こども 下宿 野塩 竹丘 駅前

5月1日㈰ 午前10時～午後5時 午前10時
～午後6時

5月2㈪ 休館日

5月3日㈫ 午前10時～午後5時 休館日 午前10時
～午後5時

午前10時
～午後6時

5月４日㈬ 午前10時
～午後5時 休館日 午前10時～午後5時 休館日 午前10時

～午後6時

5月5日㈭ 午前10時～午後5時 休館日 午前10時
～午後5時

午前10時
～午後6時

5月6日㈮ 午前10時～午後5時 午前10時
～午後7時

午前10時
～午後5時

午前10時
～午後８時

日程
館名

清瀬駅南口地域児童館・中央図書館等複合施設及び清瀬駅南口地域児童館・中央図書館等複合施設及び

中央公園整備に係る基本設計・実施設計業務委託中央公園整備に係る基本設計・実施設計業務委託

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル

　令和3年度に策定した「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」に掲げた「こころ踊る出会いがあり　のびの
び・すくすく・いきいき過ごす　未来創造拠点」という事業コンセプト
を実現するための設計図書を作成することを目的に、柔軟かつ高度な創
造力と技術力を保持する設計者を選定するため、公募型プロポーザルを
実施します。【契約期間】契約締結日の翌日から令和6年2月29日㈭（予定）
【今後の予定】①参加表明書など受け付け（5月20日㈮まで）
②技術提案書など受け付け（7月7日㈭まで）③プレゼンテー
ション審査（7月中旬予定）④結果通知・契約締結（7月下旬
予定） 問未来創造課イノベーション推進係☎042-497-１８02
※詳しくは市ホームページ（右記QRコード参照）をご覧ください。

詳しくは
こちら

+

　初めての方でも安心して取り組
めるヨガです。暑い夏の前に軽く
ヨガで汗を流して、体を整えませ
んか？ 対市内在住・在勤の50歳以
上の方で、下記すべての日程に参
加できる方。定員25人程度（応募
者多数の場合は抽選） 日6月3日㈮
・１0日㈮・１7日㈮・24日㈮午前9
時30分～１１時30分 場アミューホ
ール 申 問5月１5日（消印有効）まで

初夏に汗流し！ リラックスヨガ

に往復はがきに必要事項を記入し、
生涯学習スポーツ課生涯学習係☎
042-497-１８１5へ
※ 表 面 は「 〒
204-８5１１ 生涯
学習スポーツ課
行」とご記入く
ださい。当日、
会場には更衣室
はありません。

リラックスヨガ
参加申込書

１.住所
2.氏名（フリガナ）
3.年齢
4.電話番号

記入例（裏）

 問清瀬管弦楽団Ｍkiyoseorc@yahoo.co
.jp

204１

◆市（緑地保全基金）へ
　清瀬の自然を守る会様（50,000円）
　ありがとうございました。

弦楽器奏者募集
　１0月23日㈰所沢ミューズ大ホール
にて行われる、清瀬フロイデハルモ
ニー第2回演奏会に向け
て、オーケストラ（第九な
ど）の弦楽器奏者を募集し
ます。詳しくは右記QRコ
ードよりご覧ください。

詳しくは
こちら

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

1
日

北多摩クリニック
上清戸2-1-４1☎0４2-４96-7760

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）

岩崎（慎）
医師

３
日

とみまつ小児科循環器クリニック
元町1-1-1４☎0４2-４97-3４56

島田
医師

４
日

清瀬下宿中央診療所
下宿2-391-7☎0４2-４91-2217

島崎
医師

５
日

武蔵野総合クリニック
元町1-８-30☎0４2-４96-7015

長羽
医師

８
日

宇都宮小児科内科クリニック
元町1-８-2☎0４2-４91-5556

乾
医師

15
日

清瀬診療所
元町1-13-27☎0４2-４93-2727

大西
医師

22
日

廣橋小児科・内科医院
元町1-5-3☎0４2-４93-7４00

柏原（達）
医師

29
日

花園医院
松山3-5-1４☎0４2-４91-0315

加藤
医師


