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主な内容
❷第 3 回　清瀬はちみつマルシェ
❸新型コロナウイルスワクチン 4 回目接種
❸令和 4 年度　受付中のがん検診
❹映画「電車を止めるな！」上映会

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった「清瀬ひまわりフェスティバル」が、今年はバーチャルで楽しめます。スマートフォンから
楽しめる特設サイトを期間限定で開設し、ひまわり畑の魅力を4つのコンテンツでPRします！

◆「バーチャル」とは
　現実そっくりではあるが仮想の世界である様子の意味で用いられま
す（語源である英語のvirtualとは意味合いが異なります）。
　今回のフェスティバルで使われている「AR（拡張現実）」という技術
は、コンピューターによって景色や本など現実世界のものに、実際に
は存在しない情報を加えることをいいます。

【主催】清瀬市、清瀬市農ある風景を守る会【協力】清瀬商工会、東京みら
い農業協同組合、西武鉄道株式会社、青梅信用金庫、飯能信用金庫
 問サイトに関すること＝株式会社ジェイコム東京西東京局☎080-6971-
1749（月・木・金曜日午前9時30分～午後5時45分）、その他＝産業振興課
産業振興係☎042-497-2052
※楽しみ方が分からない方向けに、auショップ清瀬（元町一丁目、清瀬駅
北口すぐ）で操作方法などの相談を受け付けています。 対どなたでも

　専用のQRコードを読み取るとカメラが起動し、ひまわりが画面に現
れます。その画面で写真を撮ることができます。
　いい写真が撮れたら、TwitterまたはInstagramで「＃清瀬バーチャル
ひまわり」をつけて投稿してください。投稿していただいた方に清瀬市
のふるさと納税返礼品などのなかから抽選で、すてきな商品をプレゼン
トします！

バーチャルのひまわり畑で写真を撮ろう！バーチャルのひまわり畑で写真を撮ろう！

バーチャルひまわり畑の写真イメージ

※写真のひまわりは実在しません。

バーチャルのひまわり畑を映像で楽しもう！バーチャルのひまわり畑を映像で楽しもう！
　みつばちの視点でひまわり畑をお散歩しましょ
う！ 夏の日差しを浴びて育つひまわりの成長過
程をハイスピードで体験できる映像もあります。

バーチャルのひまわり畑でバーチャルのひまわり畑で
ニンニンくんとあそぼう！ニンニンくんとあそぼう！

　専用のQRコードを読み取るとカメラが起動します。そ
のカメラを、2面のひまわり畑の画像にかざしてみてくだ
さい。バーチャルひまわり畑にニンニンくんが現れます！
　ニンニンくんと最後まであそんでくれた方に、抽選で市
内のお店で利用できるチケットをプレゼントします。

　市役所の屋上ですくすく育つひまわりの様子を観察してみましょう！
※一般の方が屋上に立ち入ることはできません。

ひまわりの成長をライブ配信ひまわりの成長をライブ配信

←スマートフォンで
　公式サイトへアクセス！

kiyo
se

※清瀬市内ではひまわりフェスティバルは開催していません。※清瀬市内ではひまわりフェスティバルは開催していません。
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納税に
ご協力を

■夜間納税・納税相談 日8月24日㈬・25日㈭午後8時まで　　■土曜納税・納税相談 日8月13日㈯午前９時～正午
■日曜納税・納税相談 日8月28日㈰午前９時～午後４時　　　 場いずれも市役所徴収課窓口 問徴収課徴収係☎042-497-2045

　7月10日に行われた第26回参議院
議員選挙の清瀬市の結果は次のとお
りです。 問選挙管理委員会事務局
☎042-497-2561
※比例代表選出の按分票は切り捨て
表示です。

参議院議員選挙（清瀬市）の結果
比例代表選出議員選挙（届出順）

届出
番号

政党などの
名称

政党などの
得票数（A）

候補者の
得票数（B）

総数
(A)＋（B）

1 幸福実現党 67 12 79
2 日本維新の会 3,745 306 4,051
3 れいわ新選組 1,961 163 2,124
4 公明党 3,716 124 3,840
5 ごぼうの党 106 4 110
6 立憲民主党 3,632 789 4,421
7 国民民主党 1,641 219 1,860
8 参政党 782 223 1,005
9 日本第一党 75 19 94
10 日本共産党 4,400 334 4,734
11 新党くにもり 31 5 36
12 自由民主党 8,193 1,837 10,030
13 社会民主党 840 203 1,043
14 NHK党 577 299 876
15 維新政党・新風 16 1 17

清瀬市の投票状況
名簿登録
者数（人）

当日有権
者数（人）

投票者数
（人）

投票率
（％）

東京都選出議員選挙（在外投票含む）
男 30,126 29,962 16,806 56.09
女 33,016 32,837 18,339 55.85
計 63,142 62,799 35,145 55.96
比例代表選出選挙（在外等投票含む）

男 30,126 29,962 16,806 56.09
女 33,016 32,837 18,338 55.85
計 63,142 62,799 35,144 55.96

東京都選出議員選挙（届出順）
届出
番号 候補者名 得票数

（票）
1 セッタケンジ 83
2 菅原みゆき 89
3 山本太郎 2,978
4 なかむら之菊 17
5 あんどう裕 90
6 えびさわ由紀 2,113
7 荒木ちはる 1,280
8 服部良一 328
9 長谷川洋平 70
10 山添拓 5,197
11 いの恵司 43
12 竹谷とし子 4,198
13 田中けん 109
14 くつざわ亮治 194
15 桑島康文 7
16 こばたはるひこ 29
17 ごとうてるき 101

届出
番号 候補者名 得票数

（票）
18 朝日けんたろう 4,381
19 込山ひろし 19
20 及川幸久 101
21 青山まさゆき 47
22 いくいな晃子 3,983
23 松尾あきひろ 1,860
24 蓮舫 3,967
25 さいき陽平 229
26 河野けんじ 221
27 乙武ひろただ 1,262
28 中川智晴 48
29 たむらまな 156
30 ないとうひさお 25
31 松田みき 247
32 河西泉緒 721
33 油井史正 54
34 中村高志 42

市役所産はちみつ「Kiyohachi」
（50㌘） 500円（税込み）

東京清瀬市みつばちプロジェクト　夏休み特別企画

第 3 回第 3 回  清瀬はちみつマルシェ清瀬はちみつマルシェ
市役所本庁舎1階
市民交流スペース場所日時

8月4日㈭・5日㈮
午前10時～午後2時
（各商品売り切れ次第終了）

　今年収穫したばかりの純粋はちみつの限定販売
のほか、はちみつ関連商品、みつろうを使用した
エコ商品「清瀬みつろうラップ」、市内の樹木を
有効活用した木工品などの販売を行います。
 問建築管財課管財係☎042-497-1805
（写真説明：A＝みつろうラップ390円～、B＝きよはちモイ
スチャーハニージェル800円、C＝はちみつカステラ5枚入り
640円、D＝Kiyohachi入り高級食パン1,080円、E＝箸置き100円、
F=ペン立て500円。価格はすべて税込み）

AA BB

CC

DD EE FF

販売商品（一部）
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み
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　令和2年夏に販売を開始し、早
々に完売した「はちみつチーズジ
ェラート」。多くの方のリクエス
トにお応えして、数量限定で再販
売します！ 今年発売したばかり
の「ブラッドオレンジ白あんジェ
ラート」とあわせて、ぜひご賞味
ください。【内容量】120㍉㌘
【価格】399円（税込み）
【販売店】市内・東久留米市内の
セブンイレブン一部店舗
※詳しくは市ホームページ（右記QR
コード参照）を確認してください。

※売り切れ次第今年の販売は終了
となります。
 問建築管財課管財係☎042-497-
1805

「はちみつチーズジェラート」再販！「はちみつチーズジェラート」再販！

詳しくはこちら

右のQRコードから起動するカメラを下のひまわり畑にかざす右のQRコードから起動するカメラを下のひまわり畑にかざす
とニンニンくんが現れます！ 最後まであそんでくれた方にはとニンニンくんが現れます！ 最後まであそんでくれた方には
抽選で清瀬のお店で使えるチケットをプレゼント！抽選で清瀬のお店で使えるチケットをプレゼント！

　オリジナルのデザイン袋に入ったひまわりの種を各
公共施設で配布しています。
【配付場所】市民課窓口、産業振興課窓口、松山・野
塩出張所、各地域市民センター、コミュニティプラザ
ひまわり、郷土博物館、消費生活セ
ンター、男女共同参画センター、児
童センター、清瀬商工会（松山二丁
目）、JA東京みらい清瀬新鮮館（中
里三丁目）
※配付場所は事前に予告なく変更す
る場合があります。ご了承ください。
 問産業振興課産業振興係
☎042-497-2052 ひまわりの種

◆ひまわりの種配布中！
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今月の
納期

◆市・都民税（第2期）◆国民健康保険税（第2期）◆後期高齢者医療保険料（第2期）◆介護保険料（第2期）
8月31日㈬までに納めてください。

令和4年度 肝炎ウイルス検診・結核健診（単独）

　特定健康診査などと同時に受診
する機会のない方に、肝炎ウイル
スと結核の単独検（健）診を実施
します。いずれも無料です。
 対肝炎ウイルス検診＝市内在住
の40歳以上で、過去に肝炎ウイ
ルス検診を受けたことがない方。
結核健診＝市内在住で65歳以上
の方 期8月1日㈪～12月31日㈯
 場市内指定医療機関

 内肝炎ウイルス検診＝血液検査、
結核健診＝胸部エックス線撮影
 申 問8月1日～12月28日に直接窓
口または電話で健康推進課成人保
健係☎042-497-2076へ

詳
し
く
は
こ
ち
ら

（
肝
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イ
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し
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ち
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（
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核
）

新型コロナウイルスワクチン 4 回目接種

◆ワクチン接種率（7月19日現在）
区分 1回目接種 2回目接種 3回目接種

65歳以上 92.9㌫ 92.6㌫ 88.5㌫
12～64歳 87.4㌫ 86.9㌫ 61.5㌫
5～11歳 22.0㌫ 21.1㌫

※東京都福祉保健局が公表しているワクチン接種実績をもとに集計して
います。なお、記録に反映されるまでに時間を要するため、実際の接種
率とは異なります。ご了承ください。

 問清瀬市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター
☎042-497-1507（土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後6時）

◆接種券が届かない場合
　2回目または3回目接種日から5か月経過しても接種券が届かない方
は、接種記録システム（VRS）が正しく登録されていない可能性があり
ます。その場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

◆3回目未接種の方へ
　新型コロナウイルスワクチンの3回目接種については、特に10代か
ら30代までの若年層の接種率が低い状況です。8月以降、夏休みを迎
え、人との接触の増加が予想されます。早めに3回目接種を検討して
ください。
　なお、ワクチン接種はご本人の意思に基づくものです。接種の強制
や、接種の有無で差別などをしないよう、ご理解・ご協力をお願いし
ます。

◆臨時予約窓口（市役所本庁舎）の終了
　現在開設している臨時の予約窓口は、8月12日㈮までです。13日㈯
以降に予約をする方は、電話またはオンラインでの予約となりますの
でご注意ください。

電話、オンライン予約、
窓口での予約 電話、オンライン予約のみ8月12日㈮

連 

載「がん「がんとのとの向き合い方」向き合い方」インタビュー①

清瀬市と市内三大学連携事業

　清瀬市と日本社会事業大学・明
治薬科大学・国立看護大学校は、
相互の資源を活用し、福祉・健康
をはじめ、さまざまな分野で個性
豊かで活力に満ちた地域社会を作
ることを目的として、平成26年
に、包括連携協定を締結しました。
　今年は三大学連携事業として、

「がんとの向き合い方」をテーマ
にしたインタビュー動画を4回に
わたって連載します。

　今回は、大腸がんの検診・早期
発見について、第一線でご活躍さ
れている複十字病院副院長の生形
之男先生に伺いました。
　大腸がん検診を毎年受けている
方も、そうでない方もぜひご覧く
ださい。
 問未来創造課マネ
ジ メ ン ト 係 ☎042-
497-1807

動画はこちら

令和4年度　受付中のがん検診

▶乳がん検診
 対清瀬市に住民登録のある40歳以上（昭和58年3月31日以前生まれ）の女
性で、令和3年度市の乳がん検診を受けておらず（検診は2年に一度）、現
在症状もなく、勤務先などで受診の機会がない方。先着350人
※その他の条件は市ホームページを確認してください。
※令和4年4月20日時点で、清瀬市に住民登録があり、昭和56年4月2日～
昭和57年4月1日生まれの女性を対象に一斉送付した「乳がん検診無料ク
ーポン」が届いた方は市に申し込む必要はありません。
 場①織本病院、②複十字病院、③武蔵野総合クリニック 費2,000円
【申込み期限】8月31日㈬まで
▶子宮がん検診
 対清瀬市に住民登録のある20歳以上（平成15年3月31日以前生まれ）の女
性で、令和3年度に市の子宮がん検診を受けておらず（検診は2年に一度）、
現在症状もなく、勤務先などで受診の機会のない方。先着250人
※その他の条件は市ホームページを確認してください。
 場①公立昭和病院（小平市花小金井八丁目）、②宇都宮レディースクリニ
ック 費頸がん検診＝1,000円、体がん検診＝1,000円（体がん検診は医師
が認めた場合のみ。体がん検診のみの受診は不可）
【申込み期限】8月31日㈬まで
▶胃・大腸がん検診（後期）
　集団検診で、胃がん検診と大腸がん検診を同日に行います。定員は各
日定員35人（応募者多数の場合は抽選。抽選結果は9月上旬郵送予定）。

 対清瀬市に住民登録のある40歳以上（昭和58年3月31日生まれ以前）の方
※当日の問診により安全上検査が困難と判断した場合など、検査をお断
りすることがあります。詳しくは市ホームページを確認してください。
 日10月5日㈬・19日㈬・20日㈭・29日㈯、11月2日㈬・16日㈬・17日
㈭・30日㈬いずれも午前中 場きよせボランティア・市民活動センター（健
康センターではありませんのでご注意ください） 費胃がん検診＝1,000
円、大腸がん検診＝500円【申込み期限】8月19日㈮まで
※いずれの検診も、50歳以上の方（昭和48年3月31日以前生まれ）は無
料です。また、生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付対象者は、その
証明書を提出すれば50歳未満の方でも費用負担はありません。
▶がん検診の申込み方法
　申込み期限（消印有効）までに、はがき、電子申請（市ホームページ参
照）、健康推進課窓口で申込み
※きよせボランティア・市民活動センターでは申込みできません。
※電話での申込みはできません。新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、可能な限り窓口での申込みはお控えください。
 問健康推進課健康推進係☎042-497-2075

◆乳がん・子宮がん検診の受診券
　5月中に申し込んだ方には、6月21日に受診券を発送しました。
　6月中に申し込んだ方には、7月15日に受診券を発送しました。

詳しくはこちら
（市ホームページ）

※はがきあて先には、「〒
204-8511 清瀬市健康推
進課がん検診申込み担当 
行」とご記入ください。

はがき記入例（普通はが
きでお申込みください）

1. 住所
2. 氏名（ふりがな）
3. 生年月日
4. 電話番号
5. 希望する検診（胃のみ
／大腸のみ／両方受診）
6. 受診希望日を上記
　から選んで記入（複
　数記入可）

胃・大腸がん
検診申込み

乳がん・子宮がん検診申込み
1. 住所
2. 氏名（ふりがな）
3. 生年月日
4. 電話番号
5. 希望するがん検診名・医
　療機関を左記から選んで
　記入
　乳がん検診　①織本病院
　／②複十字病院／③武蔵
　野総合クリニック
　子宮がん検診　①公立昭
　和病院／②宇都宮レディ
　ースクリニック

令和4年度　市民後見人養成講座

　市は、市民後見人を養成するた
めの講座を開催します。
　講座終了後は、市民後見人だけ
でなく地域福祉権利擁護事業の生
活支援員として活動することもで
きます。参加は無料です。多くの
方のご参加をお待ちしています！
 対以下のすべてを満たす方。定
員30人程度（書類選考で決定）
・市内在住・在勤である
・おおむね65歳以下である
・講座終了後、市民後見人や生活
　支援員として地域での活動を希
　望している
・入門講座および基礎講座に全日
　程参加できる
 場コミュニティプラザひまわり
ほか
◆入門講座「権利擁護サポーター
　養成講座」
 日8月29日㈪午前10時～午後4時
 場コミュニティプラザひまわり

 内オリエンテーション、市民後
見人等実践活動報告
◆基礎講座　講習・演習（市民後
　見人登録を希望する方向け）
 日全8回。9月12日 ㈪・26日 ㈪、
10月3日 ㈪・17日 ㈪・31日 ㈪、
11月7日㈪・21日㈪、12月5日㈪
※以降、一定期間の実習あり。
 申申込み用紙（社会福祉協議会窓
口または介護保険課窓口で配布。
社会福祉協議会ホームページから
もダウンロード可）に必要事項を
記入し、郵送または直接持参で社
会福祉協議会（〒204-0011 下清
戸1-212-4）へ 問きよせ権利擁護
センターあいねっと☎042-495-
5573（平日午前8時30分～午後5
時）
※詳しくは市ホーム
ページ（右記QRコー
ド参照）を確認して
ください。

地域住民の視点で権利擁護や地域福祉に地域住民の視点で権利擁護や地域福祉に
携わってみませんか？携わってみませんか？

詳しくはこちら
（8月1日から公開）
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「電気代が安くなる」は

本当？ 

～電力自由化から

6年経ちました～

費生活相談の
現場から

消

　発電コストの上昇などの影響に
より、電気代が高騰しています。
それに伴って、「電気契約を切り
替えたいが、電気を契約する際の
トラブル事例や注意点を教えてほ
しい」という相談が増加していま
す。
　平成28年から電力の小売りが
全面自由化され、従来の地域の電
力会社以外の電力事業者と自由に
契約できるようになりました。訪
問してきた事業者が「電気代が安
くなる」「マンション全体で電力
会社の契約が当社に変更になる」
などといって検針票を見せるよう
に誘導したり、事実と異なる説明
をしたりして契約を迫るという事
例が消費生活センターに寄せられ
ています。なかには、検針票の情
報を入手した事業者が勝手に契約
先の電力会社を変更していたとい
う悪質なものもあります。
　電力会社などは検針票に記載さ
れている顧客番号や供給地点特定

番号などにより契約を行っていま
す。つまり、検針票の情報が分か
れば、電力契約の手続きができて
しまうのです。検針票の記載情報
は聞かれてもすぐに教えないよう
にしましょう。
　また、契約する際は電気料金プ
ランや算定方法の説明をしっかり
と受け、メリット・デメリットを
把握したうえで契約しましょう。
　訪問販売の場合は正式な書面を
受け取ってから8日間、クーリン
グ・オフ期間があります。不安に
思ったりトラブルになった場合
は、消費生活センターへ相談して
ください。 問消費生活センター
☎042-495-6212（相談専用）

A社 B社

C社

フ
ラ
ダ
ン
ス
教
室

バ
ル
シ
ュ
ー
レ
教
室

夏休みの思い出づくりに！夏休みの思い出づくりに！
下宿スポーツ＆カルチャー 夏祭り

　毎年好評の「下宿スポーツ＆カル
チャー祭り」、初めての夏開催！
　お子さんからおとな、シニアまで
楽しめるコンテンツを15個用意しま
した。
 日8月27日㈯午前9時～午後5時
 場下宿地域市民センター
 費1コンテンツにつき1,000円
 申 問イベント特設サイト

（Ｕhttps://www.shitajukuspocul.com）

または直接窓口、電話で下宿地域
市民センターイベント事務局
☎042-493-4033へ
※各コンテンツの実
施時間・対象年齢・
定員など詳しくは、特
設サイトを確認してい
ただくか、上記までお
問い合わせください。

特設サイトは
こちら

対
象
種
類 内容

小
・
中
学
生
、
高
校
生

ス
ポ
ー
ツ

リズムジャンプ
バルシューレ教室
かけっこ教室
ダンス教室
リトミック教室

カ
ル
チ
ャ
ー

プログラミング教室
アルコールインクアート教室
キャンドル教室
バルーンアート教室

対
象
種
類 内容

高
校
生
以
上

ス
ポ
ー
ツ

ストレッチーズ
フラダンス教室
骨盤体操

カ
ル
チ
ャ
ー

ペン習字教室
プリザーブドフラワー教室
編み物教室

映画「電車を止めるな！」　上映会
　財政状況が厳しく、経営難から
電車が止まるかもしれない銚子電
鉄が制作した超Ｃ級映画「電車を
止めるな！」（上映時間84分）の上
映会を開催します。銚子電鉄を応
援するとともに、清瀬駅開設100
周年に向けて重要な移動手段であ
る鉄道を盛り上げていきましょう！
 日 場下表参照 費おとな（高校生以
上）2,000円、中学生1,200円、小
学生以下1,000円（3歳未満で膝上
で鑑賞する場合は無料）、障害者
割引1,000円（ご本人・付き添い1
人。要証明）
※銚子電鉄一日乗車券とおみやげ
付きです。
【チケット】銚子電鉄予約システ

ムより予約（右記QRコード参照）
 問郷土博物館☎042-493-8585、
シティプロモーション課プロモー
ション係☎042-497-1808
※会場へは公共交通機関でお越し
ください。

ころぽっくる
ホール用

郷土博物館用

映画のポスター

日時 時間 場所 定員 備考
8月19日㈮・20日㈯
・21日㈰ 午前10時～、

午後2時～
開場はいずれ
も40分前

郷土博物館 各30人

8月28日㈰ ころぽっくる
ホール 各200人

銚子電鉄の竹本
社長によるトー
クセッションあり

冷やかし大歓迎！ とにかくお越しください！冷やかし大歓迎！ とにかくお越しください！

　ティーボールは野球に似た競技
で、バッティングティーにボール
を乗せ、静止したボールを打ち、
塁を進めて得点を競う競技です。
簡単で誰でも楽しめるのが魅力
で、障害の有無に関わらず、老若
男女どなたでも参加可能です。皆
さんのご参加お待ちしています！
 対市内在住・在勤・在学の方を
含む10～20人で構成されたチー
ム（試合は10人1チームで行いま
す）。個人での参加を希望の方は
ご相談ください

 日9月19日㈪午前9時～正午（予定）
 場清瀬内山運動公園
 申8月15日～31日にWeb申込みも
しくは直接生涯学習スポーツ課窓
口へ参加申込書（市ホームページ
からダウンロード可）を持参
 問生涯学習スポーツ課生涯スポ
ーツ係☎042-497-1816

詳しくはこちら

ティーボール大会　参加者
参加無料！ 団体競技ってやっぱり楽しい！

◆おことわり　今月のコラム「清瀬と結核」はお休みです。

「市長への手紙」の取扱いにあたっての
不適切な事務処理について（お詫び）

　この度、「市長への手紙」として受理した郵送物を、事務処理規定に
反し、市長決裁を経ずに処理をした事案が発生いたしました。このこと
を受け、過去の「市長への手紙」の事務処理について職員に確認させた
ところ、令和3年度に49件、令和2年度に51件、令和元年度に87件、上
記と同様に不適切な処理をしていたことが確認されました。
　これらの不適切な事務処理は、市民の皆さまから広く市政へのご意見
をお寄せいただく「市長への手紙」という制度の根幹を揺るがすばかり

か、市政への信頼を損ないかねない重大な事案と認識し、職員へ再発防
止の徹底を指示するとともに、8月1日㈪から31日㈬までを「事務処理手
続き緊急一斉点検月間」とし、全庁で事務執行が適切に行われているか
の緊急一斉点検を行うよう指示いたしました。このような不適切な事務
処理を行っていたことについて、市民の皆さまへお詫び申し上げますと
ともに、職員に適切な事務処理を再徹底させ、市民の皆さまからの負託
に応え得るよう努めてまいります。

清瀬市長　澁谷桂司　

【本件問合せ先：シティプロモーション課市民協働係☎042-497-1803】

ニュースポーツ体験会　参加者
　年齢を問わず、誰もが楽しめる
ニュースポーツをスポーツ推進委
員が多数ご紹介します。参加は無
料です！ ご家族・ご友人とぜひ
お越しください。
 対どなたでも（小学生以下は保護
者同伴） 日8月21日㈰午前9時30
分～11時30分 場市民体育館
 持体育館履き、タオル、飲み物、
マスクなど

 直 問生涯学習スポーツ課生涯ス
ポーツ係☎042-497-1816

ボッチャ、スラックライン、クロスミントンボッチャ、スラックライン、クロスミントン
…って聞いたことある？…って聞いたことある？
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清瀬市経済変動対策支援事業
　コロナ禍における原油価格・物
価高騰などの経済環境の影響を受
けた市内の中小企業者・農業者な
どを応援するため、水道光熱費、
燃料費、肥料費等に要した経費の
一部に対して、給付金を支給します。
◆中小企業者等への支援
 対次の2つを満たす方。①市内に
主たる事業所がある中小企業者及
びフリーランスを含む個人事業者
②今後も事業を継続する意思を有
する
※その他にも個別条件があります。
【給付金額】水道光熱費・燃料費
の合計に対する20㌫分の金額。
上限20万円（下限1万円）
◆農業者への支援
 対次の2つを満たす方。①市内在
住で、令和3年分の農業所得の申
告を行っている②今後も農業に従
事する意思を有する

※その他にも個別条件があります。
【給付金額】令和3年分の①動力光
熱費に対する20㌫分、②肥料費、
飼料費、諸材料費の合計額に対す
る20㌫分の金額。①②それぞれ
上限20万円（下限1万円）

 申8月1日から10月31日（当日消
印有効）までに必要書類を清瀬商
工会（〒204-0022　松山2-6-23）
へ簡易書留など配達記録が残る方
法で郵送
 問清瀬商工会☎042-491-6648、
産業振興課産業振興係☎042-497-
2052
※必要書類は清瀬商工会および市
ホームページからダウンロードで
きます。
※個別条件など詳しくは、清瀬商
工会及び市ホームページをご覧く
ださい。

店舗等リノベーション費用の補助

　withコロナの経済活動の再開
に向けた設備投資と、原油・建材
などの価格高騰の影響緩和を促進
するために、事業継続や空き店舗
活用のために行う店舗などのリノ
ベーション（店舗に新たな機能や
価値を付加する改修）工事費用の
一部を補助します。
 対市内の中・小企業者で、店舗
用物件を所有している方、賃借し
て店舗を営んでいる方（開業予定
を含む）
【補助対象工事】

・8月1日㈪～令和5年2月28日㈫
　に着工し、完了する工事（予算
　上限に達し次第終了します）
・店舗に新たな機能や価値を付加
　する工事（修繕は対象外）
・市内の事業所で施工する税込み
　10万円以上の工事
【補助率】工事費用の2分の1～3分
の2（上限50万～100万円）
※補助金額は個別の条件によりま
す。
 問産業振興課産業振興係☎042-
497-2052

　市では、住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金（1世帯10
万円）の申請を受け付けています。
対象世帯には6月中旬に通知を発
送しましたが、令和3年12月11日
以降に清瀬市に転入した世帯に
は、転入前の自治体での受給と重
複する可能性があることから、通
知を送付していません。次に該当
する場合は、下記コールセンター
までお問い合わせください。
【通知の受取りに申請が必要な方】
・基準日（令和4年6月1日）に清瀬
　市内に住民登録がある
・世帯全員の令和4年度分の住民

　税（均等割）が非課税である
・世帯全員が、住民税を課されて
　いる他の親族等（別居を含む）
　の扶養を受けていない
・住民税非課税世帯等に対する臨
　時特別給付金の支給を受けてい
　ない
 問清瀬市住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金コールセン
ター☎0120-910-487（平日午前8
時30分～午後5時）
【詐欺に注意】国や市の職員が
ATMの操作をお願いしたり、受給
にあたり手数料の振り込みを求め
ることは絶対にありません！

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金令 和
4 年度　下表の子育て支援の助成制度について、年に一度

現況届の提出が必要です。対象の方には案内を送付
しています。
　①・②の手続きは、受給者本人のみが可能です。
必要書類を持参して子育て支援課窓口にお越しくだ
さい。③の手続きは郵送も可能です。④の手続きは、
別居等で監護生計関係の確認等が必要な方などに送付しています。子育
て支援課窓口または郵送での手続きが可能
です。
 問子育て支援課助成係☎042-497-2088
※必要書類など詳しくは市ホームページ

（右記QRコード参照）を確認してください。

制度名 提出書類 案内送付
時期 提出方法 提出期限

①児童扶養手当
現況届 7月末 窓口

（本人のみ）
8月31日㈬

まで

②ひとり親家庭等医療
　費助成制度

③児童扶養手当
一部支給停
止適用除外
事由届出書

6月10日
郵送、窓口

④乳幼児・義務教育就
　学児医療費助成制度 現況届 7月末

詳しくはこちら
（①～③について）

詳しくはこちら
（④について）

子育ての各種助成制度 現況届のご提出をお忘れなく！

清瀬市新校開設に向けた基本構想及び
基本計画策定委員会　市民委員

　市は、令和11年度に清小と八
小を統合した新校を開設する予定
です。
　それに向け、令和4・5年度に、
新たな学校のイメージの具現化、
基本的な計画の策定などの検討を
行います。
　この計画の策定に際し、さまざ
まなご意見をいただくため、検討
委員会を開催します。委員会は、
今回募集する市民委員のほか、各
種団体や学識経験者などを含む
12人ほどで構成されます。
 対下記のすべてを満たす方
・市内在住である
・18歳以上である
・会議（委員会）に出席可能である
・市議会議員または市職員でない
【募集人数】2人

【任期】10月～
令和5年11月

（予定）
◆会議について
　原則月1回（平
日 の 午 後、2時
間程度）。
【謝礼】1回の出席につき5,000円
【申込み方法】8月19日（消印有効）
までに、氏名、生年月日、年齢、
住所、電話番号、メールアドレス、
職業、応募の動機、経歴を記入し、
教育総務課の窓口へ持参または郵
送、ファクス（Ｆ042-495-3940）、
もしくは専用フォ
ーム（右記QRコード
参照）より申込み
 問教育総務課庶務
係☎042-497-2537 申込みはこちら

より良い学習環境の整備とより良い学習環境の整備と
地域コミュニティの拠点となる学校づくりを目指して…地域コミュニティの拠点となる学校づくりを目指して…

まちづくり応援寄附　返礼品の拡充

　市は、清瀬市のまちづくり応援
寄附金（ふるさと納税）にご協力
いただいた市外在住の方へ、金額
に応じて返礼品を発送していま
す。8月から返礼品を拡充しまし
た。この度拡充されたのは、「き
よはちを使用したジェラート2種
セット」の1点です。

 問産業振興課産業振興係☎042-
497-2052

ジ
ェ
ラ
ー
ト

2
種
セ
ッ
ト

清瀬といえばこれ！ ぜひご賞味ください。清瀬といえばこれ！ ぜひご賞味ください。
全国瞬時警報システム（Jアラート）

全国一斉情報伝達試験

　大規模災害などの発生時に国か
らの緊急情報を伝達する全国瞬時
警報システム（Jアラート）を使用
した情報伝達試験が全国一斉に行
われます。市内でもすべての防災
行政無線を起動させ、試験放送を
行いますので、ご了承ください。
 日8月10日㈬午前11時～

【試験放送の内容】（上りチャイム
音）「これは、Jアラートのテスト
です（3回繰り返し）。
こちらは防災清瀬で
す。」（下りチャイム音）
 問防災防犯課防災防
犯係☎042-497-1848

ランチ交流会＆まちづくりワークショップ

清瀬市まちづくり委員会主催

 対市内在住・在勤・在学の29歳
以下の方。定員40人（応募者多数
の場合は抽選） 日8月28日㈰
①ランチ交流会
【時間】午前11時～午後0時30分
 場イカバル＆肉バル Haru（元町一
丁目） 費1,500円（ランチ、ドリン
ク込み）
②まちづくりワークショップ
【時間】午後1時30分～3時30分

 場生涯学習センター
 申 問8月15日までに下記QRコー
ドから申込みもしくは直接窓口、
ファクスまたは電話でシティプロ
モーション課市民
協 働 係 ☎042-497-
1803  Ｆ042-491-
8600へ
※②のみの参加も
可能です。

申込みはこちら

キヨセのナカマと未来予想図を描こうキヨセのナカマと未来予想図を描こう
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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　

申込みはこちら

申込みフォーム

申込みはこちら

申込みはこちら

申込みはこちら

申込みはこちら
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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
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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
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