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住民の参加で
育つ福祉の輪

令和元年7月1日発行

〒204-0011 清瀬市下清戸一丁目212番地の4

TEL：042-495-5333（代表）
FAX：042-495-5335

●1面：夏ボラ募集

●2面：決算報告

●3面：お知らせ

権 利 擁 護 センター
地 域 包 括 支 援 センター
障 害 者福 祉センター
障害者相談 支援事 業所
ボランティア・
市民活動センター

042-495-5573
042-495-5516
042-495-5511
042-495-5513
042-491-9027

●4面：地域情報

夏の体験ボランティア2019
「夏の体験ボランティア」は夏休みに市内の保育園や高齢者、障害者、病院などの施設や福祉、自然保護、児童、
文化、サロンなどの団体で様々なボランティアが体験できるイベントです。今年の夏はキミも参加してみよう♪
【参加対象】 小学生〜大 人（プログラムにより対 象年齢が異なりますので、
「活動メニュー」をご参照ください。3年生以下は保護者同伴、
保護者も申込みが必要です。）
【体験期間】 7月22日（月）〜 8月31日（土）
【参 加 費】 無料（ボランティア保険300円に加入）
【申込期間】 7月1日（月）〜 13日（土）
（日曜休館）
午前9時〜午後５時
【申込方法】 ・きよせボランティア･市民活動センター窓口
・ホームページの申込フォーム
・ボランティア･市民活動見本市（下記参照）

清瀬のボランティアや市民活動情報の大
展覧会です。
ボランティアや市民活動団体のパネル展
示、ボランティア 募 集 情 報、介 護 サ ポー
ターや夏の
体 験ボラン
ティアの 受
付 、相 談
ブ ースも あ
ります。

新しいサロンのご紹介

妊婦さんや生後1才未満のBABYとママ達を対象に地域の
じぃじ・ばぁばもご一緒に！古民家で
ランチタイムを過ごしませんか？
毎 週 変 わ るボ リューム 満 点 の お い
しーランチ（500円）を囲みながらほ
んわかタイム。
ママ達がゆっくりお食事出来る様に
地域のじぃじ・ばぁば・スタッフがサ
ポートいたします。多世代交流スペー
スにぜひ足をお運びください。

【場

※相談、受付は午後2時〜3時30分

所】クレアギャラリー
（西友のある建物4F）
清瀬市郷土
博物館

☎ 042-491-9027

清瀬市社会福祉協議会
清瀬市コミュニティプラザ2階

〔所在地〕清瀬市下清戸1-212-4
〔開館〕月曜〜金曜日 8時30分〜17時15分
〔アクセス〕

●バス 清瀬駅北口②バスのりば グリーンタウン清戸
経由
「志木駅南口」
「中清戸東」
「新座営業所」
行
グリーンタウン清戸バス停下車徒歩5分

ファミリー
マート

清瀬市障害者福祉センター
〔所在地〕清瀬市上清戸1-16-62
〔開館〕月曜〜金曜日 8時30分〜17時15分
〔アクセス〕

清瀬市障害者福祉センター

☎ 042-495-5511

清瀬市社会福祉協議会

☎ 042-495-5333

●徒歩 清瀬駅北口より徒歩13分
●バス 清瀬駅北口②バスのりば グリーンタウン清戸
経由
「志木駅南口」
「中清戸東」
「新座営業所」
行
上清戸1丁目バス停下車徒歩3分

イーグルクリーニング
風見 将志 様

協力店募集中

●徒歩 清瀬駅北口より徒歩10分
●バス 清瀬駅北口①バスのりば 旭が丘団地経由
「志木駅南口」
「新座営業所」
「旭が丘団地」
行
郷土博物館入口バス停下車徒歩2分

案内図は
こちら▶

「西武線沿線」

市内在住匿名さん

地域生活支援センターどんぐりは、清瀬市の委託を受け、相談支援
事業並びに地域活動支援センター事業を行う障害者福祉施設です。

®

車検・鈑金・保険・買取・新車・中古車
０１２０-５８９-１５０（清瀬店）
㈱小林モーター
042-492-6611
今すぐお電話を!!

認知症や精神看護

☎042-497-2351

清瀬市上清戸2-12-13 メゾン中川101
HPアドレス http://www.seifuunokai.jp

看護師募集

☎ ０４２−４９５−５１１０
清瀬市元町１−１３−２４ 常岡ビル１Ｆ

社会福祉法人

どんぐり

（清瀬市地域活動支援センター事業）

最新の社協だより、過去のバックナンバーは
ホームページからご覧になれます。

「きよせ社協だより」で検索か
ＱＲコードを読み込んでアクセス！
横7.8㎝×縦5㎝

きよせ社協だより

ケアマネージャー
募集

次回

お電話
下さい。

椎の木会

地域生活支援センター

●介護用品等は市内全域お届け致します。
（配達料はいただきません。）

24時間の対応体制をとっています。
医療処置・管理

月〜金：9時 〜 20時 土：13時 〜 20時

・開 所 時 間 月：10時 〜 17時 火〜金：１0時 〜 20時
土：13時 〜 20時

☎042492-3522

月曜日〜金曜日 8時45分〜17時15分
リハビリテーション

・電 話 相 談

中里バス停前

けやき通り訪問看護ステーション
日常生活の看護

心の病を持つ方が地域で安心して暮らせるように
生活相談をはじめとする様々なお手伝いをしています。

（株）ホームケアセンターイワサキ

褥瘡・排泄ケアの認定看護師、理学療法士、作業療法士、呼吸療法士、
リンパ浮腫療法士がおりますので、専門性の高いケアをご提供いたします。

訪問日・訪問時間

○応募条件 市内で撮影した写真／
市内の撮影スポット
○募集期間 随時募集
○応募方法 住所・氏名・電話番号を記載のう
え、メールまたは郵送でお送り
いただくか、窓口までご持参く
ださい。
（社協だより1面右上記
載のメールアドレス・住所）

○その他 ・応募写真は返却できませんのでご了承ください。
・ご応募の際にいただいた個人情報は本件に関する目的以外には使用
いたしません。
○問合せ 社会福祉協議会 総務係 ☎042-495-5333

519

軽自動車1万 普通車3万

〔所在地〕清瀬市上清戸2-6-10
〔開館〕月〜土曜日（年末年始・祝日除く）
9時〜17時
〔アクセス〕

【問合せ】東京都共同募金会清瀬地区協力会
（事務局：清瀬市社会福祉協議会内）☎042-495-5333

このコーナーでは清瀬市内の素敵な風景や、
隠れた撮影スポットを募集し紹介しま
す。
写真を送っていただける方や撮影場所を紹介していただける方を募集しています。
採用された方には清瀬市障害者福祉センター利用者の素敵な作品をプレゼントし
ます！

清明小あさひルームで話し合います。
下宿旭が丘にお住まいの方々、ぜひおいでください！

清瀬市下宿1-188（営業時間 8:30〜19:00）

きよせボランティア・
市民活動センター

魅力ある寄付つき商品・企画を一緒に創りませんか。

清瀬百景

次回の開催は 7月17日（水）18：00〜

最低買取保証実施中！

◆対象商品◆
スニーカークリーニング 1足につき10円寄付
ふとん丸洗い 1点につき10円寄付
防虫効果付衣類カバー 1点につき10円寄付

「寄付つき商品・企画」を販売していただき、無理なく募金運
動に参加していただこうというプロジェクトです。
お客様に負担なく、商店や事業所にとっては販売促進と社会貢
献につながり、それが、地域福祉の課題解決のための財源になる
という3者のWIN×WIN×WINの関係構築を目指します。

Super Car Inspection

きよせボランティア・市民活動センター

≪イーグルクリーニング清瀬スマイルプロジェクト≫
清瀬市元町1−8−33 ☎042−493−7657

募金百貨店プロジェクトとは

年2回イベントを行い2か
月に一度のペースで集まって
います。春のイベント『みん
なで 体 験！車 椅 子にふ れて
みよう！』は、令 和 元 年 5月
19日（日）10時から11時半ま
で清明小学校体育館にて開
催しました。地域の人、清明
小保護者、民生児童委員、学
校職員、福祉関係者など38
名の参加をいただきました。

る 喜ばれる！
な
く
し
楽
る
元気にな
よくわかる ボランティア・市民活動

〔所在地〕清瀬市上清戸2-6-10
〔TEL〕042-491-9027 〔FAX〕042-491-9028
〔メール〕bora@kiyose-f.net
〔ホームページ〕http://www.kiyose-f.net

イーグルクリーニング

ゆいゆいの家 （梅園2-2-29）
毎週金曜日（祝日休） （11:00〜13:30）
問合せ NPO法人 ウイズアイ ☎042-452-9765

この会は、同じ地域に住む住人同士、お互いを知り合い、地域のこと
について話し合う場をつくろう、と下宿と旭が丘に住む（または関係す
る）人が、イベントやその参画を通して『顔の見える関係づくり』になる
ことを目指しています。

【日 時】7月13日
（土）
午前10時〜11時30分
【場 所】きよせボランティア・市民活動センター（上清戸2-6-10）
【申込み】下記参照

令和元年7月1日発行

イーグルクリーニングは、清瀬駅北口のけ
やき通り沿いで、和服をはじめ、衣類、布団
のクリーニングを行っています。
寄付つき商品を購入・利用いただくと、売
上の一部が「歳末たすけあい募金」に寄付
され、地域のつながりづくりや生活困窮者
への支援など清瀬市内のたすけあい活動に
活かされます。

下宿旭が丘地域づくりの会

自分の時間、特技や趣味を活かすことが
できる活動が地域にはいっぱい。
自分にあった活動が見つかるセミナーです。
学生からシニアまでどなたでも大歓迎！

り

じぃじばぁばも一緒にDAY

ランチ（500円）の数に限りがあるのでご予約を！

お問合せ・お申し込みはこちらまで！
清瀬市社会福祉協議会 きよせボランティア・市民活動センター

【日 時】7月2日
（火）
〜7日
（日）
午前10時〜午後8時

よ

サロンとは誰でも気軽に参加でき、交流できる憩いの場です。

活動先の詳細は、窓口かホームページの「活動メニュー」をご参照ください。

ボランティア・市民活動見本市

だ
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《編集・発行》

直通電話

主な内容▶▶▶
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社会福祉法人清瀬市社会福祉協議会

ホームページ：http://www.kiyose-f.net
Eメール：shakyoki116@siren.ocn.ne.jp

清瀬社協イメージキャラクター
「きよちゃん」

社
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検索

きよせ社協だよりの発行は

9／１号です

