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目次 < 主な内容 >
◆ きよせふれあいまつり
◆ 団体紹介「きよせ猫耳の会」
◆ 勉強会「非営利団体・市民団体の為の
よくわかる！個人情報保護法」
◆ 団体による秋のイベント情報
ほか
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( 年末年始・祝日除く）

204-0013

11月10日（土）

東京都清瀬市

日時

上清戸 2-6-10

午前１０時から午後２時まで
会場 清瀬市コミュ二ティプラザひまわり
（清瀬東高校跡地）

TEL 042-491-9027
FAX 042-491-9028

きよせボランティア
・市民活動センター

50以上の社会福祉施設とボランティア団体などが清
瀬の福祉や活動をたのしく紹介します。
※ふれあいコンサートは10月28日（日）午後2時から

催し
〇活動展示・体験市：清瀬の福祉・地域活動を楽しく紹介
〇清瀬最大級のバザー：衣類、雑貨、新鮮野菜から手作り品
〇よりどりグルメ市：こだわり逸品勢ぞろい
メールアドレス
kiyosebora@gmail.com

ホームページ
http://www.kiyosef.net/publics/index/7/

http://www.facebook.
com/ 清瀬市社会福祉協議会
-461915290928431/

※駐車場に限りがありますのでシャトルバスや自転車等をご利用ください。

●無料シャトルバス（清瀬駅北口りそな銀行前発）
清瀬駅北口⇒会場 9:45/10:15/10:45/11:25/11:55/13:20
会場⇒清瀬駅北口 10:00/10:30/11:10/11:40/12:10/13:35/14:10
問合せ
主催

＜事務局＞清瀬市社会福祉協議会☎042-495-5333
きよせふれあいまつり実行委員会

≪この催しは歳末たすけあい募金の配分を受けて実施しています。≫
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ボランティア・市民活動

ボランティア・市民活動センター

登録団体の紹介

わたしたちの取り組み「きよせ猫耳の会」
〇「きよせ猫耳の会」ってどんな団体？

きよせ猫耳の会は、平成 23 年に飼い主のいない猫（野良猫）をめぐるトラブルの解決をめざして設
立された会です。特別な動物愛護家の集まりではなく、普通の市民が「増え過ぎた野良猫を減らすため
に」活動しています。殺処分という非人道的な手段ではなく、不妊去勢手術によって徐々に猫の数を
減らし、人と猫が幸せに共生するための取り組みを行っています。

〇これまでの活動
毎年、「きよせの環境・川まつり」「市民まつり」「ふれあいまつり」などへ出展したり、「猫対
策セミナー」を開催しています。平成 25 年から清瀬市による「飼い主のいない猫の不妊・去勢手術
助成金」が始まり、以降、「野良猫や可哀そうな猫が減って安心して暮らせるようになった」と声を
かけてくれる方が増えてきました。
その一方で、飼い猫を増やしすぎて飼いきれなくなる「多頭飼育崩壊」や、引っ越し・入院による
「飼育放棄」が清瀬でも増えています。飼い猫が野良猫化することを防ぐためにも、今後、適正飼育
への啓発も行っていきます。

〇団体からのメッセージ
これからの予定として、11 月３日（土・祝）には清瀬市主催で「野良猫・飼い猫対策セミナー」
が開かれます（詳細は下記）。11 月 10 日（土）には、ふれあいまつり会場で「清瀬のネコ写真展」
を開催します。その他、活動内容に等についてはブログ、ツイッタ―、フェイスブックをご覧ください。
会の活動や猫に興味ある方のご参加をお待ちしています！！
□ブログ URL：https://kiyoseneko.exblog.jp
きよせ猫耳の会

清瀬市野良猫・飼い猫対策セミナー
講師

石森信雄

氏

地域猫活動アドバイザー

亀山知弘

氏

亀山嘉代

氏

NPO 法人ねりまねこ

日時

11 月 3 日（土）午後 1 時 30 分から 4 時 30 分

場所

清瀬市健康センター（清瀬市役所横）1 階研修室

問合せ 清瀬市水と緑の環境課
きよせ猫耳の会
主催

清瀬市

協力

☎042－497－2099
☎090－5792－1109

NPO ねこだすけ・きよせ猫耳の会

勉強会「非営利団体・市民団体のための
よくわかる！ 個人情報保護法」の開催について
改正個人情報保護法が平成 29 年 5 月に全面施行となり、自治会や市民団体などの非営利
組織においても法律が適用されることとなりました。
個人情報管理の実務について学びませんか。
日時 11 月 17 日（土）午前 10 時から 11 時 30 分
場所 清瀬市生涯学習センター 講座室 1（アミュービル 6 階）
申込み・問合せ 電話で清瀬市社会福祉協議会へ ☎042－495－5333
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「つばきの会」のご案内

折り紙作品やコースターの作品例

高齢者の憩いの場づくりを目的に、簡単な作品づくりや体操を
して、地域の方との交流・おしゃべりをしてみませんか。
保健師または看護師による健康ミニ講座、ご希望の方には
血圧測定も行っています。
日時 10 月 31 日（水） 午後 2 時から 4 時 ≪参加費無料≫
場所 野塩地域市民センター 第一集会室（2 階）
問合せ 清瀬市健康推進課成人保健係 ☎042－497－2076

清瀬市都市計画マスタープラン改定に向けた市民ワークショップ
市では、おおむね 20 年後を見据えたまちづくりの方向性を定める清瀬市都市計画マスタープランの改定
を進めています。改定に伴い、市民のみなさんで将来のまちづくりについて意見交換を行うワークショップ
を開催します。ぜひ、ご参加ください！※保育あり・要事前申込み
○「清瀬市のまちのいいところ、課題について考えよう！」
平成 30 年 11 月 11 日（日）午後 2 時～4 時 場所 健康センター 2 階会議室
○「清瀬市のまちの将来のあり方について考えよう！」
平成 30 年 11 月 25 日（日）午後 2 時～4 時 場所 健康センター 2 階会議室
申込み・問合せ 電話、または市ホームページにある応募フォームにて受付
清瀬市まちづくり課まちづくり係
☎042－497－2093

【清瀬で身近な多文化交流】

KIC 第３０回清瀬でも英語しゃべらん会
「My Favorite Towns/Scenic Places（私の好きな町・好きな景色）」をテーマに講師のプレゼンテーショ
ンやディスカッションを楽しみましょう！楽しいプレゼンターのお話とフレンドリーなお話し合いです。
どうぞお気軽におこしください。
日時 11 月 10 日（土） 午後 2 時から 4 時
場所 松山地域市民センター 第 1・2 会議室
講師 スタン・ローゼンバーガー 氏（米国）
司会 カレブ・スプラトマン 氏（インドネシア）
≪参加費無料≫ ※直接会場へ
まさや
主催・問合せ 清瀬国際交流会 ☎090－2626－0934（柾谷）

第６回多摩湖一周１２ km ウォーキング

申込み
主催

紅葉・スポーツの秋を満喫できるイベントを企画しました。
個人や親子、祖父母など家族での参加もどうぞ。
秋の楽しい一日をご一緒に過ごしましょう！
日時
11 月 10 日（土）
集合
西武球場駅前 改札口外 午前 9 時 30 分受付開始
午前 10 時出発～午後 2 時到着予定 ※小雨決行
参加費 1 名 300 円当日徴収（保険料・救急対策費等）
所持品 昼食、飲料、保険証、携帯電話など
締切 11 月 7 日（水）※下記番号にご連絡ください。
明治大学校友会清瀬地域支部
問合せ ☎042－492－7775（福島）
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【住まいづくり公開講座】
リフォームで重要なポイント！

清瀬市社会福祉協議会ホーム
ページでは、ボランティア募集
情報を掲載しています。

「耐震・断熱・遮熱・省エネ」対策がポイントです。
日時 11 月 10 日（土） 午後 1 時 30 分から 4 時
会場 清瀬けやきホール 2 階（第 2 会議室）
〇講座内容 ≪参加無料≫
・こんな間取りは耐震性が低い「事例紹介」
・耐震診断と補強工事の進め方「事例紹介」
・点検商法の手口とは「事例紹介」
・リフォームの「考え方・進め方」他
〇遮熱効果実験・展示 〇無料住宅相談
主催 NPO 法人設計協同フォーラム・多摩メンバー
問合せ ☎042－495－4488（大力）

清瀬市内で活動できるボランティアはたく
さんあります。お茶出しやお話し相手など簡
単なボランティアから選ぶことができます。
清瀬市社会福祉協議会ホームページでは、
ボランティア情報を随時更新しております。
あなたに合った活動を探してみてはいかが
でしょうか。
社協ホームページ・ボランティア募集情報
http://www.kiyose-f.net/publics/index/393/

第 7 回・秋の防災交流会開催

助 成 金 情 報
公益財団法人

必聴！めったに聞けない東京消防庁音楽隊が出演
（午前 10 時より演奏開始）します。
家族で学べる防災体験や子ども達による演目、模擬
店もいっぱい！ぜひ、ご家族でご参加下さい！
日時 11 月 11 日（日）午前 9 時 30 分～午後 3 時
場所 竹丘緑地公園（竹丘消防署竹丘出張所裏）
主催 竹丘自治会連合会（チーム竹丘）
問合せ ☎090－4417－1188（穐本）

ヤマト福祉財団

ステップアップ助成金
障がい者給料増額支援：障がい者の給料増額のモデル
となる本格的なしくみを取り入れた事業
1 件あたりの限度額 200 万円
締切 11 月 30 日（金）

公益財団法人

ヤマト福祉財団

2018 年度障害者福祉助成金
会議・講演会・研修・出版・啓発・調査・研究・ス
ポーツ・文化の事業等
1 件あたりの上限額 100 万円
締切 11 月 30 日

上記 2 つとも詳細
https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy/

シンポジウム

≪情報募集≫きよせぼらかつニュースではボ

「私たちにもできる！すべての
子どもに居場所とつながりを」

ランティア・市民活動に関するイベント情報などを募
集しています。
実施する月の前月上旬までにきよせボランティア・
市民活動センターまで情報をお寄せください。
なお、紙面上の都合や内容などにより掲載できない
場合もあります。

基調講演のほか、清瀬の子ども食堂運営者、居場所
に関わる高校生、スクールソーシャルワーカーを招
いたシンポジウムを行います。
日時 11 月 16 日（金）
午後 6 時 45 分～9 時（開場 午後 6 時 15 分）
場所 清瀬けやきホール
入場 一般：800 円 学生 500 円(高校生以下無料)
基調講演 宮本みち子 氏
（放送大学・千葉大学名誉教授）
問合せ 児童養護施設子供の家
早川 長友 ☎042－491－4876

きよせボランティア・市民活動センター
９月の施設利用状況
●会議室の貸し出し
市民活動団体へ
●他来館者
●委託事業
合計のべ人数
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４３８人
２１５人
２６２人
９１５人

