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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

※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。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

郷土博物館のイベント
①特別展「古代武蔵と清瀬」
　市には、柳瀬川流域の拠点集落とされる

「下宿内山遺跡」や、カマドに瓦を使用した
竪穴式住居が見つかった「野塩地域遺跡群」
のような特徴的な古代の遺跡が存在してい
ます。本展示では、清瀬を含んだ柳瀬川流域
の古代の遺跡に焦点をあて、テーマに沿って
清瀬の古代を紹介します。
期10月23日㈰までの午前9時～午後5時

（最終入場は午後4時30分）
※休館日（10月3日㈪・11日㈫・17日㈪）は
除く。 
場 直郷土博物館☎042-493-8585
【記念講演会】
講演会３．「古代の武蔵国府と多磨郡の集落」（予約制）
　先着30人。 日10月15日㈯午後1時30分～3時  講府中市役所　江口桂氏
講演会4．「清瀬の古代　ー野塩地域遺跡群・下宿内山遺跡ー」（予約制）
　先着30人。 日10月22日㈯午後1時30分～3時 講中野光
将（学芸員）
 場 申10月1日午前9時から右記申込みフォームまたは電話
で郷土博物館☎042-493-8585へ
【関連イベント】
（1）学芸員による展示解説
　展示資料を見ながら、担当学芸員が解説をします。
日10月16日㈰午後1時～2時 場 直郷土博物館
（2）16㍉フィルム映画【古代特別編】
　古代に関する16㍉フィルム映画を観ます。その後、解説を行います。
先着30人。 内「国分寺（美を求めてNo.357）」（上映時間12分）、「歴史を
調べる」（上映時間19分） 日10月10日㈪午後1時30分～2時45分  場 直郷土
博物館
②清瀬のうちおり常設展示１０月・１１月
　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！ 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10月1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10月2日㈰から11月30日㈬までの午前9時～午後5時（月曜日休館）
 場 直郷土博物館
 問いずれも郷土博物館☎042-493-8585

図書館のイベント
子ども読書スタンプラリー
　期間中、市内各図書館で本を借りた方には、スタンプラリーカードにス
タンプを1つ（1日1回限り）押します。参加
者には、図書館はかせ認定証をお渡ししま
す。 対小学生6年生まで
【スタンプラリーカード配布・実施期間】10
月15日㈯～11月15日㈫
【認定証配布期間】11月16日㈬～30日㈬
 申10月15日から各館窓口にて申込み
 問中央図書館☎042-493-4326

事業名・対象・内容など 日時 場所 備考
①3～4か月児健康診査
　内科健康診査を集団で
行います。 対令和4年6月
生まれの乳児

内
科10月11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3月生
まれの幼児

内
科1歳6か月に

なった日から
10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9月生
まれの幼児

内
科10月18日㈫ 市役所

本庁舎

歯
科

事 前に送 付
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。

１０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

10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

２
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(敬)
医師

9
日

宇都宮小児科内科クリニック
元町1-8-２ ☎04２-491-5556

牛田
医師

10
日

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

大西
医師

16
日

酒田クリニック
野塩5-２80-２ ☎04２-496-73２8

柏原(達)
医師

２3
日

清瀬下宿中央診療所
下宿２-391-7 ☎04２-491-２２17

加藤
医師

30
日

武蔵野総合クリニック
元町1-8-30 ☎04２-496-7015

倉田
医師

今月開催の委員会
会議・委員会名 日時 場所 問合せ 傍聴

清瀬市地域福祉
推進協議会

10月31日㈪
午後6時～

市役所
本庁舎

福祉総務課福祉総務係
☎04２-497-２056

前日までに電
話にて要予約

	 	 	多摩六都科学館の催し物 多摩六都科学館
ホームページ

秋の企画展「47都道府県の石Ⅱ
　もっと『県の石』を見てみよう」
　「県の石」は日本地質学会が各都
道府県の岩石・鉱物・化石を選定
したものです。行ったことがある
場所や行ってみたい都道府県の石
を観察して、その土地がどうやっ
てできたのかを考えてみましょ
う。岩石・鉱物・化石のうち各都
道府県のものをいずれか1点以上、
総数70点の標本を展示します。
※令和3年 春の特別企画展で展示
した標本47点に23点を追加した

展示です。 対どなたでも 日10月8
日㈯～11月3日㈭午前9時30分～
午後5時 場多摩六都科学館（西東
京市芝久保町五丁目） 費入館券お
とな520円、4歳～高校生210円
 直 問多摩六都科学
館☎042-469-6100
※10月の休館日：
3日㈪～6日㈭・
11日㈫・17日㈪・
24㈪・31日㈪

申込みフォーム

昨年の認定証

10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
ープ相談の初回及び個別相談は予約制。

10月19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.	親子歯みがき教室（個別）
 対6か月～1歳6か月児とその保護者。先着15人
 内歯ブラシの選び方・仕上げ磨きのコツなど
※予約制。

10月２1日㈮午前9時
30分～11時30分
※1２月16日 ㈮ の 同
時間帯での予約も
可。

3.	こどもの計測日
　お子さんの計測を行います。 対２か月～3歳未満
※予約制。

10月２8日㈮午前10
時45分～11時45分

4.	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9月に生まれたお子さ
んとその保護者　※予約制。

10月２8日㈮
（詳しくは事前送付
書類をご確認くださ
い）

５.	親子歯科検診（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（①ころぽっくる②元町③竹丘④野塩⑤下宿⑥野塩出張）
・⑦K-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）、元町（ 場元町地域市民センター）、竹丘（ 場竹丘地
域市民センター）、野塩（ 場野塩地域市民センター）、下宿（ 場下宿地域市民センター）、
野塩出張（ 場あいあいの家）、・K-net子育て広場（ 場男女共同参画セン
ター）で実施。いずれも直接会場へ。
 問①子ども家庭支援センター☎04２-495-7701、②③⑦NPO法人子育
てネットワーク・ピッコロ☎04２-444-4533、④⑤⑥NPO法人ウイズ
アイ☎04２-45２-9765

詳
し
く
は
こ
ち
ら


