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目次<主な内容>
◆プロに学ぶセカンドライフ
お楽しみ倶楽部
◆音訳者養成基礎講座
◆日本語学習支援ボランティア
養成講座
◆市内活動団体によるイベント情報他

ボランティア・市民活動

声を出すことや言葉に関心のある方

音訳者養成基礎講座 参加者募集中です
視覚に障害のある方、文字が読みにくい方のために、市報・社協だよりなどの広報類や図書・資料
を音訳するための技術を具体的に学ぶ講座です。
説明会

場所

４月２６日（火）１０時～

（清瀬市下清戸１－２１２－４）

（説明会後に受講受付をします）
対象

コミュニティプラザひまわり１階１０２

７０歳未満で基本的なパソコン操作ができ、清瀬市内の音訳グループで活動出来る方

講座日程

５月１０日～７月１２日

毎週火曜日

午前１０時から１１時４５分（全１０回）

場所：説明会開催場所と同じ

講師

音訳企画きよせ

申込み

費用

３,５００円（資料代・社協会費込）

きよせボランティア・市民活動センター ☎０４２－４９１－９０２７

清瀬市ボランティア市民活動ガイドブック２０２２年版のお知らせ
市内で活動するボランティアグループ、市民活動団体、NPO 法人などの情報を一覧にした『清瀬市ボ
ランティア・市民活動ガイドブック２０２２年版』を発行しました。活動参加へのきっかけづくりと団体の
情報交換を目的に作成しています。コロナ禍での活動のポイントも掲載しています。
配布
場所

きよせボランティア・市民活動センター
清瀬市社会福祉協議会
の窓口でお渡ししています
※市内公共施設でも閲覧できます

主な掲載団体をピックアップしてご紹介！
子育て（児童健全育成）

健康・介護予防

問合せ
福祉活動

子育てネットワーク・ピッコロ
清瀬市内で、ファミリーサポート
きよせ、ホームビジター事業な
ど様々な活動を通じて、清瀬の
子育てを応援しています。

のびのび健康体操教室
健康運動指導士の指導のもと、
椅子に座ってのストレッチ、筋力
トレーニングを楽しく行っていま
す。

清瀬点訳の会
視覚障害の方からの依頼文書
の点訳、市内の点字授業の指導
を行っています。点字に興味の
ある方の見学、体験歓迎です。

環境・動物・災害救援
川づくり・清瀬の会
魚たちが安心して、棲めるよう
に行政と協力して、河川の管理
を実施しています。

国際交流
清瀬国際交流会
多国籍、多民族の人々が「清瀬
に住んで良かった」と思ってい
ただけるように、多方面にわた
る活動を進めています。

文化・芸術
キヨセ・マジッククラブ
年齢制限も無く、初心者で楽し
めるレッスンで、月１回の練習で
和気あいあいと楽しく活動中で
す。

ガイドブックでは、上記団体を含めて８５団体の活動内容を掲載しています。

問合せ

きよせボランティア・市民活動センター ☎０４２－491－９０２７
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ボランティア・市民活動

センターからの報告

震災から 11 年、被災者（地）への祈りと共に

3.11 東日本大震災被災者追悼キャンドル
3 月 11 日（金）に清瀬駅北口ロータリー広場を会場に 3.11 東日本大震災被災者追悼キャンドルを行
いました。東日本大震災から今年で１１年。被災者追悼と被災地復興の祈りを込めて、ボランティアの皆さん
が中心となり、キャンドルに暖かな火を灯しました。

当時の出来事、思いを忘れない

て

実行委員長の大槻さんは、「11 年が経過しましたが、被災地での復興はま
だまだ続いています。当時の出来事、被災された方の心情など震災について思
い返す機会となってくれたら良いです」とお話されます。
会場に訪れた方は、震災について当時の思い出を話される方、静かに手を
合わせていく方など、清瀬市民それぞれが追悼や震災について思い返すきっ
かけとなったようです。
また、同時に被災者（地）支援募金を実施し、お寄せいただいた約 11 万円
の募金は、被災地の社会福祉協議会を通じて、全額被災地復興のために活用
させていただきます。ご協力いただいた皆さまありがとうございました。

日本語学習支援ボランティア養成講座参加者募集中です
清瀬国際交流会（KIC）では約５０名の会員が日本語学習支援ボランティアとして活動しています。
講座では、ボランティアとしての心構えや、日本語学習支援の方法を学べるほか、教室の見学を通じ
て、活動の様子を実際に見ることができます。日本語の特別な知識や、外国語の能力は関係ありませ
ん。また、講座終了後に実際に活動するかどうかは自由です。皆さまのご参加お待ちしています。
日時

６月１日/８日/１５日/22 日/２９日（水） 午後６時３０分から８時３０分
※このほか、期間中に日本語教室の見学あり

場所

①アミュービル６階 講座室 1
②オンライン
①②から選ぶことができます

対象

市内在住・在勤・在学の方

受講料 2,000 円（会場・オンラインともに）
申込み
公共施設などで配布の申込み用紙に
ご記入後、生涯学習スポーツ課へ提
出、または FAX（042－495－3940）
で送るか、申込みフォームから

問合せ KIC 日本語教室 ☎090－3430－2005（清瀬） Email kic.nihongo@gmail.com
３

きよせ

助 成 金 情 報

たねまきびと清瀬からのイベント情報

公益財団法人大同生命厚生事業団

長須与佳（ともか）アーリーサマーコンサート

シニアボランティア活動助成

たねまきびと清瀬では結成５周年記念コンサート
として琵琶・尺八・三絃・二十五絃箏・パーカッ
ション奏者の共演をお届けします。
日時
日時
5 月 7 日（土）開演午後２時～
場所 清瀬けやきホール

シニアのボランティア活動を支援することにより、ボ
ランティア活動の振興や社会福祉の向上を目的に助成。

高齢者・障害者福祉に関するボランティア活動に対
して助成。
【締切】 5 月 25 日（水）
【１件あたりの限度額】 10 万円～20 万円
【詳細】 https://www.daido-life-welfare.or.jp/

チケット 2,500 円
※ 一般チケットはけやきホールでも販売
持ち物
問合せ たねまきびと清瀬
☎090 ー 1880 ー 1971 （國井）
費用

index.htm

公益財団法人みずほ教育福祉財団

きよせ映画サロン再開のお知らせ

配食用小型電気自動車寄贈事業

新型コロナウイルス感染症の影響で中止としてい
たきよせ映画サロンを再開します。入場無料です。
お気軽にお越しください。
日時
日時
場所

高齢者を主な対象とした、調理・家庭への配食・友
愛サービスを行っている団体（法人、任意問わず）
に対し、一人乗り小型電気自動車を助成。
【締切】 ６月 10 日（金）
【１件あたりの助成限度額】 1 台
【詳細】 http://www.mizuho-ewf.or.jp/

原則毎月第 4 水曜日 午後 1 時 30 分から
４ /27 、 5/26 、 6/22 、 7/28 、 8/24 ほか
アミュービル７階 アミューホール

問合せ たねまきびと清瀬
☎090 ー 1880 ー 1971 （國井）

ぼらかつニュースでは情報募集中です

たねまきびと清瀬では、音楽・文化活動を通じてのま
ちづくりを行っています。現在、会員募集中です。イベ
ント情報など、活動内容はブログで発信していますの
で、ぜひご覧ください。

きよせぼらかつニュースではボランティア・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。

ブログはこちらから

≪ 注意事項≫

きよせぼらかつニュース４月号に掲載されて
いるイベント・講座・ボランティア情報は、
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
２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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１４７人
１３９人
１３８人
４２４人

