
令和4年（2022年）8月1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。

下宿地域市民センターの 
カルチャー教室

◆編み物教室
　モチーフつなぎの座布団を製作し
ます。
 対18歳以上の方で両日参加できる
方。先着7人
 日8月30日㈫、9月27日㈫いずれも
午前10時～正午
 費4,980円（ 材 料 費 込
み） 持かぎ針8/0号、毛
糸針、はさみ、段数マ
ーカー 申右記QRコー
ドから申込み
◆アートストームグラス教室
　毎日変化する幻想的な結晶のアー
トを楽しめます。夏休みの自由研究
にぴったりです！
 対小学生（保護者同伴）。各回先着5
人 日8月6日㈯午前9時30分～10時
30分、午前11時～正午 費50㍉ボト
ル ＝2,500円、100 ㍉
ボ ト ル ＝3,000円（ い
ずれも材料費込み）
 申右記QRコードから
申込み
 問下宿地域市民センター☎042-
493-4033

「夢みる小学校」上映会
　「おとなも子どももこんな学校に
行きたい！」。今年2月に公開され、
アンコール上映が続々と決定してい
る話題作の上映会です（ナレーショ
ン：俳優　吉岡秀隆氏）
 日8月26日㈮午前10時30分～（開場
は午前10時） 場清瀬けやきホール
 費高校生以下の方＝無料、それ以
外の方＝999円
 申 問右記QRコードま
たは電話で子育てネッ
トワーク・ピッコロ☎
042-444-4533（平日午
前9時～午後5時）へ

第6回消費生活講座 
身近な素材で草木染体験

　桜の枝でシルクスカーフを染めま
す。玉ねぎの皮で染めたレースを使
って簡単な布の花も作ります！ 先
着12人。
 日8月30日㈫午後2時～4時 場消費

「城田孝一郎彫刻展示室」 
夏の特別開室

　展示室は季節ごとに3日間、特別
に開室しており、市内在住の彫刻家、
城田孝一郎氏の貴重な作品が鑑賞で
きます。
 日8月12日㈮・13日㈯・14日㈰午前
10時～午後3時 場 直コミュニティプ
ラザひまわり 費無料
 問郷土博物館☎042-493-8585

with コロナの働き方相談会
◆キャリア相談
　キャリアコンサルタントが仕事に
関する相談をお受けします。
 日8月25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会議室
またはZoomによるオンライン 費無
料 申8月23日までに専用フォーム

（右記QRコード参照）
から申込み
※保育あり（生後6か
月～未就学児、先着10
人、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8月25日 ㈭ 午 前10時 ～ 午 後1時

（最終受付けは午後0時30分）
 場 直アミュービル5階展示ホール
 費無料
 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

下宿市民体育館 一般開放
　①卓球②バドミントンの施設を下
記の日程で一般開放します。
 対小学生以上（小学生は保護者同
伴）。①先着6組、②先着3組
 日8月20日㈯午前9時30分～・午後
1時～・午後3時～（各2時間） 場市民
体育館 費中学生以下の方＝50円、
それ以外の方＝100円 持体育館用上
履き、ラケット、ボール、シャトル
など 申 問8月20日午前8時30分から
電話で下宿地域市民センター☎042-
493-4033へ

生活センター 費1人につき1,500円
（材料費） 講染織工房いっぽ主宰 安
井尚美氏 申8月1日午前9時から消費
生活センター窓口へ（予約時に参加
費用をお持ちください）
 問消 費 生 活 セ ン タ ー ☎042-495-
6211
※保育あり（6か月～未就学児、先
着3人、要予約）。

講演会「地域に子どもの 
居場所が必要な理由」

　日本財団×メットライフ財団「子
どもの豊かな居場所プログラム」に
よる、自宅・学校に次ぐ「子ども第
三の居場所（中里）」開設にあたって
開催するプレイベントです。
 日8月26日㈮午後2時～（開場は午後
1時30分） 場清瀬けやきホール
 費無料 講NPO法人フリースペース
たまりば理事長 西野博之氏
 申 問右記QRコードま
たは電話で子育てネッ
トワーク・ピッコロ☎
042-444-4533（平日午
前9時～午後5時）へ

双子三つ子の会
　双子三つ子を育てるママ、集まれ
～！ 多胎児の先輩ママも一緒にお
話ししましょう。
 対多胎児の親子、多胎児を妊娠中
の方 日8月30日㈫午前10時～正午
 場きよせボランティア・市民活動
センター 費500円 申メール（ Ｍ aiai
＠with-ai.net）または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 問NPO法人ウイズアイ
☎042-452-9765

よってこカフェ in ふわっとん

 日8月9日㈫・23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（税込み、茶菓子付
き） 直 問介護保険課地域包括ケア係
☎042-497-2082

認知症家族会　ゆりの会
　家族の立場で、抱えている問題・
悩みを語り合い、明日へのエネルギ
ーにつなげていくための場所です。
認知症に関する情報交換の場として
もご活用ください。
 対現在認知症の方を介護している

ご家族、介護を卒業された方など
 日8月17日㈬午後2時～3時30分
 場生涯学習センター
直 問介護保険課地域包括ケア係
☎042-497-2082

中清戸オレンジハウス
　チームオレンジ清瀬（認知症サポ
ーターステップアップ講座を受講し
たボランティア）の活動拠点で、メ
ンバーと一緒に楽しくお話ししまし
ょう。
 日8月4日㈭・18日㈭・25日㈭午前
10時～午後3時
 場中清戸オレ
ンジハウス（中
清戸一丁目）
 費お 茶 代200
円（茶菓子付き）
 問介護保険課
地域包括ケア
係 ☎042-497-
2082

東京都シルバーパス 
更新手続き

　現在、満70歳以上の都民の方限
定で発行中の東京都シルバーパスの
有効期限は、9月30日㈮です。引き
続き利用する場合は更新手続きが必
要です。手続きの方法など詳しくは
8月中旬に東京バス協会から届く

「シルバーパス更新手続のご案内」
を確認してください。
 問（一社）東京バス協会・シルバー
パス専用電話☎03-5308-6950（土・
日曜日、祝日を除く午前9時～午後
5時）
※新規発行をご希望の方は、満70
歳を迎える月の初日から、最寄りの
シルバーパス取扱いバス案内所など
で申し込むことができます。
※市役所では東京都シルバーパスの
発行・更新などの手続きは行ってい
ません。

生涯学習ガイド「まなびすと」 
新規掲載団体

　市内で文化・スポーツなどの分野
で活動している団体やサークルの情
報を掲載した生涯学習ガイド「まな
びすと」2022年度版の発行にあた
り、新規掲載団体を募集します。
 申8月15日までに生涯学習スポーツ
課窓口または専用フォ
ーム（右記QRコード参
照）から申込み 問生涯
学習スポーツ課生涯学
習係☎042-497-1815

【市民伝言板利用案内】●9月１5日号掲
載希望の「催し物」の原稿は、8月１日
午前8時30分から8月１5日まで受け付
け。先着25枠。9月１5日号掲載希望の
「サークル仲間募集」の原稿は8月１5日
まで受け付け。◦利用案内は市ホーム
ページまたはシティプロモーション課
で配布しています。必ずご確認くださ
い。
 問シティプロモーション課プロモー
ション係☎042-497-１808Ｆ042-49１-
8600 Ｍkouhou@city.kiyose.lg.jp

ふれあいロード夏まつり ▼阿波おど

り、フラダンス、歌謡ショー、鼓笛
隊ほか。8月6日㈯・7日㈰13時～22
時、清瀬南口ふれあいど～り、無料、
清瀬南口商店街振興組合・小糸☎
042-491-1057
日本書道会無料体験入会▶毎月競書
誌にて楷書・行書ほかを練習いたし
ます。8月5日㈮13時～17時、生涯
学習センター、無料、日本書道会・
大渕☎090-4926-7770
オペラ鑑賞会▶ボエーム　プッチー
ニ　メトロポリタンオペラ。8月14
日㈰開場＝13時・開演＝13時30分、
アミューホール、無料、清瀬稲門会
・佐々木☎042-494-2259

宝くじの収益金は
私たちのまちづくりに役立てられています

　宝くじの収益金は、清瀬市では
図書館の図書購入や、工事の資金
融資など私たちのまちづくりに役
立てられています。
　「宝くじ公式サイト」なら、い
つでもどこでも宝くじが購入でき
ます。宝くじを購入するには、会
員情報、お支払方法、当せん金の
受取口座を登録す
る必要があります。
　また、令和4年4
月からインターネ
ッ ト 専 用 宝 く じ

「クイックワン（Qu
ick One）」が「宝く
じ公式サイト」限
定で新たに発売さ

れました。
　「宝くじ公式サイト」では、ジ
ャンボ宝くじの購入もでき、お得
な特典や便利なサービスがありま
すので、この機会にぜひ会員登録
をお願いします。
 問公益財団法人東京都区市町村
振興協会☎03-5210-9944　
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