地域で輝こう
わたしを活かすまちづくり
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市内子ども食堂

清瀬市内では各地域で子ども食堂
が活発に活動しています。調理や子
どもの見守りなどのボランティアを
現在募集中です。
日時・場所は内容により異なります
※詳細についてはお問合せください

03 小・中学校の学習支援
市内のいくつかの小・中学校では学
習支援のボランティアを募集していま
す。地域の方のご参加お待ちしていま
す。
日時・場所は内容により異なります
※詳細についてはお問合せください
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福祉ギャラリーお店番ボランティア

「ココ COCO ギャラリー」では、障
害者通所施設、車椅子の方々のセレク
トされた作品を展示販売中です。お店
番のボランティアを募集中です。
日時 月・水・金・午前 11 時から午後２時
場所 松山 1-2-30（福祉事業所内）
その他 女性歓迎です
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ピンポンのアシスタント
一般社団法人きよせ１００歳時代

皆で楽しくピンポンを行っており
アシスタントとして一緒に活動いただ
けるボランティアを募集しています。
日時 水・金・土曜日で相談の上
場所 コミュニティプラザひまわり

※詳細についてはボランティア・市民活動センターまでお問合せください。

●活動するにはどうしたらいいの？
■情報を集めてみよう！

メールアドレス
kiyosebora@gmail.com

ホームページ
http://www.kiyosef.net/public/indx/7/

http://www.facebook.
com/kiyosecsw/

きよせボランティア・市民活動センターでは上記以外のボランテ
ィアも紹介しています。また、市内では市民活動グループが子育
て、介護予防、自然環境、国際交流まちづくりなど様々な分野で
活動しています。毎月１日発行の『きよせぼらかつニュース』や
『清瀬市ボランティア・市民活動ブック２０２２』などでも、情報を
ガイドブックは
発信しています。ぜひ、チェックしてみてください。
こちらから

■見学・体験してみよう！
興味がある活動があった場合、見学、体験ができます。自分の無理ない範囲で活
動することがおすすめです。気になる活動があれば、きよせボランティア・市民活
動センターまでお気軽にお問合せください。

申込み
問合せ

きよせボランティア・市民活動センター
☎０４２ー４９１－9027 Ｅメール kiyosebora@gmail.com
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ボランティア・市民活動

今日からできる!地域貢献 身近な収集ボランティア

使用済みインクカートリッジ を集めています
清瀬市社会福祉協議会では、家庭用プリンターから廃棄される、使用済みインクカートリッジの
回収を行っています。回収されたインクカートリッジは再利用され、ごみの削減につながります。
また、回収された一部が収益となり、その収益金は障害者福祉事業に活用させていただきます。
回収品
場所

使用済みインクカートリッジ（家庭用であれば全メーカー回収しています）
※レーザープリンター等のトナーカートリッジは回収できません
下記窓口または設置された回収ボックスまでお持ちください
〇清瀬市社会福祉協議会 〇きよせボランティア・市民活動センター
〇清瀬市障害者福祉センターおおぞら

☆その他にも「使用済み切手」
「入れ歯」
「プルタブ」
「ベルマーク」を回収しています。詳細は下記にお問合せください。
問合せ

きよせボランティア・市民活動センター ☎０４２－４９１－９０２７
（清瀬市上清戸 2－6－10）

活動
紹介

“新型コロナ”のなかでの活動 私たちに今、できること Part11

旭が丘みんなのサロンの取り組み

旭が丘みんなのサロンは、旭が丘地区で地域のボランティアさんが中心となり、運営しているサロンです。
地域住民が、自分の地域で、安心し、長く、楽しく暮らしていけることを目指して、活動をスタートしました。こ
れまで、専門家の協力で熱中症対策やフレイル予防など生活に役立つ講座や、フラダンスや演奏会などみ
んなで楽しめる内容など様々な企画、運営で場づくりを行っています。

住民交流の場や支え合いの活動として
旭が丘地域は清瀬の北東に位置し、周辺には緑も多く、閑静な団地や住宅
街が多数並んでいます。地域住民の結びつきも強く、地域のお祭りや歳末募
金に積極的にご協力いただくなど自治会活動も活発です。一方、市内では、
高齢化率の高い地区の一つであり、その中で旭が丘みんなのサロンは、高齢
者の交流の場や支え合いの活動として、重要な役割を担っています。

て

ボランティア・市民活動センター職員が伺った日は、ハーモニカの演奏から始まり、折り紙や自分史づくり、ハンド
マッサージなど様々なブースを設けて、参加者の皆さんが思い思いに好きな活動を行っていました。
参加者はもちろん、運営スタッフの方達も終始明るく、楽しそうな姿が印象的で
毎月第 3 金曜日 13 時～15 時
した。また、参加された方からは、サロン活動を通じて、近隣に住みながらも知
り合うことが無かった人たちとの出会いがあったとお話がありました。コロナ禍 ５月２０日・６月１７日・７月１５日
会場 分譲集会所
以降、人とのふれあい、つながりを保つのが難しくなった昨今、旭が丘みんな
問合せ 清雅地域包括支援センター
のサロンの活動には、様々なつながりを通じて、自分の地域で心も体も健康に
☎042－495－1370
楽しく、過ごしていくための重要なヒントが見つかるのではないでしょうか。
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ボランティア・市民活動

頭と手の体操、認知症予防にもおススメ！

NPO 法人健康遊技たんぽぽ 健康麻雀のお知らせ
健康麻雀は手と頭を使う、知的なゲームとして老若男女問わず楽しめます。時には会話をしながら、また真剣
に打つことで頭の体操になり、また仲間づくりや居場所づくりとしてもおススメです。健康遊技たんぽぽでは、４
月から新たに下宿地域市民センターを会場に健康麻雀を始めました。初心者の方でも、ルールを学びながら
楽しく活動ができますので、お気軽にお越しください。

日時
対象事業
毎週火曜日 午前１０時から午後５時
料金
場所
問合せ

場所

清瀬市下宿地域市民センター 健康遊技たんぽぽで
会議室１または選手控室
は、松山の店舗や柳泉
園でも活動中です。詳
①午前・午後の部 ３時間５００円 ②１日の部 1,000 円
細については、お問合
※入会金、年会費などは必要ありません。見学はどなたでも歓迎です。
せください。
NPO 法人健康遊技たんぽぽ ☎080－4670－1110（増田）

みんなで育てよう清瀬の水辺 ～川づくり・清瀬の会～
柳瀬川河川内のゴミ拾いなどの清掃作業を実施します。清瀬の自然に興味のある方、ぜひ、ご参加ください。
※川づくり・清瀬の会では、魚たちが安心して棲めるように、行政等と協力し、河川の管理を行っています。

日時

５月２９日（日） 午前 9 時から１１時３０分 雨天中止

場所

台田運動公園遊具広場（下宿１丁目１番）に集合
日時

持ち物
問合せ
持ち物

汚れても良い服装、長靴、タオル、飲み物、マスクの着用
川づくり・清瀬の会事務局 ☎０４２－493－7864（荒幡）

令和４年度新型コロナウイルス感染症に伴う

地域課題解決事業補助金のお知らせ
本補助金は、清瀬市内を拠点とし、これまで地域課題の解決に向け活動してきた特定非営利活動法人や
市民活動団体等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大によって生じた事業の停滞や新たな地域課題へ
の解決に向けた取り組みの支援を行うことを目的としています。
。
対象経費 新型コロナウイルス感染症の拡大により
助成対象 次のいずれかに該当すること
生じた課題を解決する取り組みに係る経費
※以下以外については要相談
講師等謝礼金、消耗品費、印刷製本費、
①市内を拠点として活動する
通信運搬費、器具備品・機械装置・システム
ボランティア・市民活動団体
※きよせボランティア・市民活動センター
構築費、広告費、保険料、会場等使用料
に団体登録済
その他の設備運営費
②自治会
③市内に事務所を設けて活動する 応募締切 令和 4 年９月３０日（金）まで
※年度予算が無くなり次第終了となります
非営利活動法人
※申請前に事前相談が必要です
助成金額 補助対象経費の合計額（千円未満は切り捨て）
上限５０万円・下限５万円
詳細及び申請書類は
申請・問合せ

清瀬市企画部シティープロモーション課
市民協働係 ☎０４２－４９７－1803
【協力】きよせボランティア・市民活動センター
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市ホームページから
ご確認ください。

きよせ

ウクライナの平和を祈るキャンドル

清瀬からとどけ！平和

助 成 金 情 報

ウクライナの平和を願い、600 個のキャンドルを点
灯します。同時に街頭募金を行う予定です。お寄せい
ただいた募金は、日本赤十字社へ全額寄付させてい
ただきます。
日時

５月 13 日（金） 午後 5 時から７時

場所

※ 時間内にご自由にご参加ください
清瀬駅北口ロータリー周辺

主催

「ウクライナに平和を」実行委員会

問合せ

日本生命（ニッセイ）財団
地域福祉チャレンジ活動助成
地域での継続的自立生活を支えるシステム(地域包括ケ
アシステム)展開等につながる活動を行う NPO 法人等
の団体に対して助成 。
【締切】 ５月 31 日（火）
【1 件あたりの限度額】 200 万円
【詳細】
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html

☎090 ー 8463 ー 7684 （池田）

視覚障害者の交流と情報交換のサロン

太陽生命厚生財団
2022 年度社会福祉助成事業

あかり茶話会のお知らせ

NPO 法人等が行う在宅高齢者または在宅障がい者等と
地域の人々が交流し支え合う、地域共生の仕組みづく
り事業、費用等に 対して助成 。
【締切】 6 月 30 日（木）
【1 件あたりの限度額】 50 万円

清瀬視覚障害者グループあかりでは、視覚障害者が
仲間や社会とつながるための活動を行っています。
あかり茶話会では視覚障害に役立つテーマなどにつ
いて、楽しくお話ししています。
日時

毎月第 4 月曜日 午後 1 時 30 分から 3 時 30 分

場所

清瀬市消費生活センター

対象

見えない方、見えづらい方
（ご家族・ご友人も）

費用

100 円

【詳細】
http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/

助成金情報一覧を掲載しています
清瀬市社会福祉協議会のホームページでは

問合せ 清瀬視覚障害者グループあかり
問合せ kiyoseakari@gmail.com

他団体が実施する令和４年度助成金情報を
一覧にして掲載しています。

茶話会の他にも、視覚障害のある方が、
生活をより便利で豊かに出来るように
ＩＴサロンなどの活動を行っています。
ブログでも情報発信中です。

≪ 注意事項≫
きよせぼらかつニュース５月号に掲載され
ているイベント・講座情報は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、中止（延
期）となる場合がございます。詳細は問合
せ先にご確認ください。

清瀬市社会福祉協議会では
フェイスブックで情報発信中です！
清瀬市社会福祉協議会では、フェイスブックで
情報を発信しています。社協が実施する講座や
イベント、市内の地域活動の情報などを更新中
です。ぜひ、ご覧いただき「いいね！」「フォロー」を
よろしくお願いします。

きよせボランティア・市民活動センター
３月の施設利用状況
●会議室の貸し出し
市民活動団体へ
委託事業
●他来館者
合計のべ人数

フェイスブックはこちらから
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２８３人
１２３人
２６５人
６７１人

