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都営住宅入居者

 対次の条件に該当する方。
都内に居住している、住宅に困って
いる、所得が定められた基準に該当
するなど（詳しくは募集要項をご覧
ください）

【募集内容】①ポイント方式による
募集（家族向け）②単身者向け③車
いす使用者向け④シルバーピア

【募集案内の配布】 期8月1日㈪～9日
㈫ 場市役所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・野塩出張所（いず
れも平日午前8時30分～午後5時）。
市役所夜間窓口（平日の午後5時～8
時）。子ども家庭支援センター、生
涯学習センター、各地域市民センタ
ー（いずれも開館時間内）
 申8月16日（必着）までに郵送で渋
谷郵便局（渋谷区渋谷1-12-13）へ
 問JKK東京（東京都住宅供給公社）
☎0570-010-810
※詳しくは募集案内を確認してくだ
さい。

東京都都市計画審議会 傍聴者
　定員15人（応募者多数の場合は抽
選）。
 日9月2日㈮午後1時30分～
 場東京都庁（新宿区西新宿二丁目）
 申8月10日（消印有効）までに往復
はがきに住所・氏名・電話番号・傍
聴希望の旨を記入し、東京都都市計
画課（新宿区西新宿2-8-1）へ郵送
※申込みは1人につき1通のみ有効。
※抽選で選ばれた方には決定通知を
お送りします。 問東京都都市計画
課計画監理担当☎03-5388-3225

介護職員資格取得支援事業
　介護職に必要な知識・技術を習得
する「介護職員初任者研修」が無料
で受講できるチャンスです！
 対都内在住で介護業務への就労を
希望する方（同等もしくはそれ以上
の資格がある方、介護職に就業して
いる方などを除く）
 申 問電話で東京都福祉人材センタ
ー☎03-5211-2910へ
※詳しくは同センターホームページ

を確認してください。

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
会の受講が必須です。
 対市内在住で原則60歳以上の健康
で働く意欲のある方
 日説明会＝8月1日㈪、研修会＝8月
8日㈪いずれも午後1時30分～
 場 問シルバー人材センター（松山三
丁目）☎042-494-0903
※書類への記入が必要となるため、
事前にお問い合わせください。

総合防災訓練を中止します
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、10月2日㈰に清瀬第七小
学校で実施を予定していた「清瀬市
総合防災訓練」を中止とさせていた
だきます。市民の皆さん及び関係者
の方々にはご迷惑をおかけします
が、ご理解・ご協力をお願いします。
 問防災防犯課防災防犯係
☎042-497-1847

「屋根が壊れている」 
訪問販売に要注意

　現在市内では、自宅を訪問し、「お
宅の屋根が壊れている」「工事をし
ないと危険」などと不安をあおり契
約させる訪問販売の相談が増加して
います。上記の場合、契約してから
8日以内ならクーリングオフができ
ます。迷ったら、その場で契約せず
に消費生活センターまでご相談くだ
さい。
 問消 費 生 活 セ ン タ ー ☎042-495-
6212（相談専用）

就学義務猶予免除等の 
中学校卒業程度認定試験

　令和4年度の認定試験を実施しま

す。就学義務猶予免除者等の方でこ
の認定試験に合格された方は、高等
学校の入学資格が与えられます。

【出願期間】9月2日（消印有効）まで
 問東京都教育庁義務教育課小中学
校担当（新宿区西新宿2-8-1）☎03-
5320-6752
※受験案内は上記窓口で配布。

中小企業退職金共済 
（中退共）制度

　中小企業の事業主が、従業員の退
職金を準備できる国の退職金制度で
す。国の掛金助成や、税法上の優遇
があります（一部対象外あり）。企
業の魅力づくり、仕事への意欲向上
のために中退共制度に加入しません
か。詳しくは中退共ホームページを
確認してください。
 問中小企業退職金共済事業本部
☎03-6907-1234

雨水浸透施設設置助成制度
　市は、雨水浸透施設（住宅の屋根
に降った雨水を敷地内の地下に浸透
させる施設）を設置する方に対して、
その設置費用の一部を助成します。
 対市内に一戸建て住宅を所有する
方で、市税を滞納していない方。
※借地権等の設定がある場合、当該
宅地所有者の同意が必要となります。

【助成金額】別に定める標準工事費
単価に設置数量を乗じて得た額また
は当該工事に要した額のいずれか少
ない額（百円未満切り捨て）。上限

15万円
【手続き方法】工事に係る契約を締
結する前に清瀬市指定工事店へご相
談ください
 問下水道課施設計画係☎042-497-
2532
※助成の条件など、詳しくは市ホー
ムページを確認してください。

はかりの定期検査
　商店での取引や学校、医院などで
の証明に使用する「はかり」は2年に
1度検査を受ける必要があります。
　そのため、都が委託した検査員が、
対象の方のお店・学校・福祉施設な
どに直接伺い、検査を実施します。
　検査の対象となる方には事前に通
知をお送りします。現在はかりを使
用しているのに通知のなかった方、
新たにはかりを使うようになった
方、はかりを使用しなくなった方は
下記までお問い合わせください。

【検査日程】8月15日㈪～30日㈫（土
・日曜日、祝日を除く）
 問東京都計量検定所検査課
☎03-5617-6638

◆市（緑地保全基金）へ
デジタルエキスプレス様（300,000
円）、明治薬科大学理事長 佐川賢一
様（200,000円）
　ありがとうございました。

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　夏休みスペ
　シャル
　8月のじゅげむは夏休みスペシャル！
らくご塾で修業したちびっこ落語家の
発表もあります。
 日8月28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】三笑亭夢丸、雷門
音助、桂南海
②そうだじゅげむきこう
 日9月3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】三遊亭天どん、三
遊亭ごはんつぶ
③アフタヌーンコンサートvol.7
　0歳からのミニコンサート
　1年ぶりの再登場！ いとこまちによ
るお子さん向けのミニコンサートで
す。終演後は楽器体験もあります。
 日9月3日㈯午前11時～（開場は午前
10時30分）、午後1時30分～（開場は
午後1時）  費一般1,000円、友の会800
円、3歳～中学生500円。2歳以下は無
料【出演】いとこまち（箏：町田夢子、
打楽器：伊藤綾香）

 対2か月～ハイハイ前の赤ちゃん
 日8月5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、赤ちゃんの飲み物
⑧Let'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8月23日㈫ひよこクラス（ひとりで
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 持お子さまの飲み
物、お持ちであれば名
札
 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

発酵パワー学ぶ＆造る「ピロシキ」
　先着14人。 日8月20日㈯午前10時
～午後0時30分 費2,500円（材料費、発
酵ランチ代） 講発酵ライフ協会アドバ

④昭和歌謡コンサート
　プロのボーカリストとともに、懐か
しのあの歌を楽しみましょう！
 日9月21日㈬午後2時～（開場は午後1
時30分） 費一般：前売り2,000円・当
日2,500円、友の会1,500円【出演】木
山裕策、歌声カルテット（西垣恵弾、
矢島吹渉樹、加藤凱也、江上怜那）
⑤杉山公章コンサート
　歌声サロンでおなじみ、杉山公章に
よるコンサートです。
 日9月28日㈬午後2時～（開場は午後1
時30分） 費一般1,500円、友の会1,000
円、障害者割引500円（ご本人・付き
添い1人。要証明）（全席自由）
⑥上原彩子ピアノ・リサイタル
　デビュー20周年、上原彩子による
ピアノ・リサイタルをお楽しみくださ
い。全席指定、未就学児の入場は不可
です。
 日10月22日㈯午後2時（開場は午後1
時30分） 費一般4,000円、友の会3,500
円、学生2,000円、ペア7,500円、シ
ルバー（65歳以上）3,700円、障害者割
引2,000円（ご本人・付き添い1人。要
証明）
⑦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。先着8組。

清瀬けやきホー
ルホームページ

イザープロ 髙田妃出
美氏 持エプロン、三
角きん、ふきん3枚
 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

～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の方。
各日先着10人 日9月3日㈯・10日㈯・
17日㈯・24日㈯午前10時～正午
 内Windows10基 礎、 お 花 見 ご 案 内

（Word）、会計報告(Excel)、インター
ネット
②無料スマホ教室
 対スマホが初めてまたは初級の方。
先着10人 日9月15日㈭午前10時～正
午 内基礎知識、操作方法、Wi-Fi、ア
プリ
③倶楽部の無料体験
　ひとり1回のみ。 対65歳以上の方
 内ビリヤード：月曜日、ヨガ：火曜日、
ピンポン：水・金・土曜日、ピラティ
ス：木曜日午前、はつらつ体操：木曜
日午後、健康麻雀：月～土曜日
 申 問電話で（一社）きよせ100歳時代
☎042-494-2800へ

コミュニティ
プラザひまわり
ホームページ

   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「水の惑星　星の旅シリーズ」
　タヒチ、モルディブ、ニューカ
レドニアのいのちあふれる海。楽
園、地球から星空を望み、星の世
界に水を探す旅に出ます。
 対どなたでも（小学2年生以下は
保護者と一緒に観覧）。先着234
人 日休館日を除く毎日午後2時30
分から上映中（終了日未定）
 場多摩六都科学館（西東京市芝久
保町五丁目） 費観覧付き入館券：
4歳～高校生＝420円、それ以上

の方＝1,040円
 直 問多摩六都科学館☎042-469-
6100
※8月の休館日：なし


