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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。

※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。
※例年健康診査を行っている健康センターは、大規模改修中であるため、会場として使用でき
ません。会場をご確認のうえ、お越しください。

8・9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
お母さん。個別相談＝1組、グループ＝定員なし
※別室で保育あり。申込みは随時受け付け。グル
ープの初回及び個別相談は予約制。

8月24日㈬
個別相談＝午後1時
～1時３０分、グループ
＝午後2時～３時３０分
（受け付けは午後1時
45分から）

市役所
本庁舎

2. 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8月に生まれたお子
さん　※予約制。

9月３０日㈮
（詳しくは事前送付
書類をご確認くださ
い）

3. 両親学級
　赤ちゃんの育て方やお風呂の入れ方などを学ん
でみませんか。おひとりでの参加、どちらか1日
だけの参加も可能です。 対妊婦さんとそのパート
ナー。①先着15組、②先着12組 内①お産・栄養
の話②赤ちゃんのお風呂の入れ方、パパの基礎
知識など
※予約制。受け付けは8月1日から。

①9月2日㈮②9月16
日㈮いずれも午後2
時2０分～4時

アミュー
ホール

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
の午後1時～３時15分
（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～就学前のお子さんとその保
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-
495-77０1）、野塩／野塩出張（ 場あいあいの家［梅園二丁目］）／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。 詳しくはこちら

8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。

実
施
日

内科 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

7
日

花園医院
松山３-5-14 ☎０42-491-０３15

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）

乾
医師

11
日
とみまつ小児科循環器クリニック
元町1-1-14 ☎０42-497-３456

松村
医師

14
日

清瀬リハビリテーション病院
竹丘３-３-３３ ☎０42-49３-6111

水上
医師

21
日

ふじ井内科クリニック
元町1-11-14 ☎０42-49３-7122

本杉
医師

28
日

武蔵野総合クリニック
元町1-8-３０ ☎０42-496-7０15

和気（不）
医師

郷土博物館のイベント
①令和4年「90分で知る清瀬の歴史」
　第2回～清瀬の火の花祭～（予約制）
　東京都の無形民俗文化財に指定されている「中里の火の花祭」を中心
に、富士講や火祭について紹介します。先着30人。
 対高校生以上の方 日8月27日㈯午後1時30分～午後3時
 場郷土博物館 講笠原春菜（学芸員） 持筆記用具 申8月2日㈫
から8月27日㈯までに右記QRコードまたは電話（☎042-
493-8585）で申込み
②年中行事「盆」
　掛け軸や精霊馬、盆棚などを展示し、清瀬で行われていた盆行事をご
紹介します。失われつつある大切な行事をぜひご覧ください。
 期8月12日㈮から31日㈬までの午前9時～午後5時（月曜日休館）
 場 直郷土博物館
③清瀬のうちおり常設展示「藍染（2）」
　国指定重要有形民俗文化財「清瀬のうちおり」の展示資料が新しくな
ります！ 8月・9月のテーマは「藍染（2）」。かつて農作業着や普段着と
して人々の必需品であった衣料の世界をお楽しみください。
　なお、資料の入れ替えに伴い8月2日㈫は民俗展示室を1日休室します。
ご理解・ご協力をお願いします。
 期8月3日㈬から9月30日㈮までの午前9時～午後5時（月曜日休館。9月19
日㈪は開館、20日㈫は閉館） 場 直郷土博物館
 問いずれも郷土博物館☎042-493-8585

申込みはこちら

図書館のイベント
①図書館事業 夏の子ども会「みんなで楽しく魚つり 大漁だ！」
 対幼児～小学生。先着15人 日8月10日㈬午後3時30分から40分程度
 場竹丘図書館 申 問直接窓口または電話で竹丘図書館☎042-495-1555

（月曜日休館）へ
②核に関する資料の展示
　核兵器の恐ろしさ、平和の尊さを忘れないよう、核の軍事利用に関す
る資料などを集めたコーナーを設けます。
 期8月5日㈮～16日㈫ 場市内各図書館
 問中央図書館☎042-493-4326（月曜日休館）

事業名・対象・内容など 日時 場所 備考
①3～4か月児健康診査
　内科健康診査・歯科健康
診査をいずれも集団で行
います。 対令和4年4月生
まれの乳児

8月9日㈫ 市役所
本庁舎

②1歳6か月児健康診査
　内科健康診査・歯科健康
診査をいずれも個別で行
います。 対令和３年1月生
まれの幼児

内
科1歳6か月に
なった日から
8月３1日 ㈬
まで

指定
医療機関

※指定機関以外では受診で
きません。
※内科・歯科ともに忘れず
に受診してください。期間
内であれば、受診は同日で
なくても構いません。

歯
科

指定歯科
医療機関

③3歳児健康診査
　内科健康診査は集団で、
歯科健康診査は個別で行
います。 対令和元年7月生
まれの幼児

内
科8月2３日㈫ 市役所

本庁舎

歯
科

事前にお送
りしている通
知を確認し
てください

指定歯科
医療機関

※指定機関以外では受診で
きません。

8月の乳幼児健康診査
 問子育て支援課母子保健係☎042-497-2077
※持ち物や時間など詳しくは、事前に送付している通
知を確認してください。 詳しくはこちら

氏名（敬称略） 学校・学年
高橋知花 芝小・6年
岩﨑美紅 芝小・6年
滝井敦也 十小・6年
木立千桜 十小・6年
向坂爽世 清中・1年
衆徒航 二中・1年
竹内琥南 二中・2年
清水誠矢 三中・1年
清水恵未 三中・2年
田中雄大 四中・2年

令和4年度　ピース・エンジェルズ

　8月4日㈭～6日㈯、市内の小・
中学生10人が「ピース・エンジェ
ルズ」として広島に派遣されます。
ピース・エンジェルズは広島市平
和祈念式典に参列するほか、平和
祈念資料館の見学などを行い、平
和について学びます。
　また、8月11日㈭の平和祈念フ
ェスタ（詳しくは右の記事をご覧

ピース・エンジェルズピース・エンジェルズ  （広島派遣生） （広島派遣生） 出発出発！！

ください）では、平和祈念展等実
行委員会と本派遣で平和に関する
対談を行う予定です。ぜひご来場
ください。 問生涯学習スポーツ
課生涯学習係☎042-497-1815

令和元年度の様子

平和平和祈念フェスタ祈念フェスタ  in 清瀬 in 清瀬 20222022

　平和祈念展等実行委員会では下
記の日程で対談・講演、展示会を
開催します。この機会に平和につ
いて考えてみませんか？
【対談・講演会】
 日8月11日㈭午後1時30分～（開
場は午後1時） 場アミューホール
【展示会】
　広島・長崎被爆関係のパネルや、
平和祈念展等実行委員会がつくっ
た「清瀬と戦争」のパネルなどを
展示します。入場は無料です。

 期8月2日㈫から14日㈰までの午
前10時～午後8時 場クレアギャラ
リー（クレアビル4階）、市民交流
スペース
 直 問シティプ
ロモーション
課市民協働係
☎ 0 4 2 - 4 9 7 -
1803


