地域で輝こう！
わたしを活かすまちづくり
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〒204-0013

東京都清瀬市
上清戸 2－6－10
TEL 042-491-9027
FAX 042-491-9028

７ 22

金

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）
持ち物 スマートフォン
またはタブレット

※事前に LINE のアプリのイン
ストールをお願いします。
インストールできない場合は
下記へご連絡ください。

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/

午後２時から４時
参加無料
このような方におすすめ！

■清瀬市内でボランティア・
市民活動や NPO に関わる方
■団体でのコミュニケーション
に悩んでいる方
■LINE の活用について興味
がある方

定員１２名（先着順）

【主な内容】
覚えるのはこれだけ！ LINE で大切な３つの機能
メンバー同士のコミュニケーションを円滑にする LINE 活用術
団体で運用するときの大事なポイント

など

申込み・問合せ
電話または右記申込みフォームからお申込みください
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

令和４年度版発行のお知らせ

もしもの時の安心ノート（エンディングノート）
ご自身のこと、ご家族のこと、財産のこと、ペットのこと、もしもの時のことを記すノートです。
自分の望む人生を最後まで自分らしく歩むために、必要なことや考えをまとめるお手伝いを
するエンディングノート（令和４年度版）を発行しました。社会福祉協議会の各窓口で配布して
います。

配布

清瀬市社会福祉協議会／清瀬市障害者福祉センターおおぞら
きよせボランティア・市民活動センター

問合せ

清瀬市社会福祉協議会地域福祉係 ☎042－495－5333

見てみよう！使ってみよう！相談してみよう！

自宅で安心 福祉用具展示会・ミニ介護相談会
ご自宅内でのちょっとした不便さを楽にする福祉用具について紹介します。ベッドから出かけるまでの役立つ
用具の実演会や、わかりやすい住宅改修のパネル展示。専門家による介護の何でも相談、
血圧チェック・骨密度測定なども同時開催します。今必要な方ももちろん、どなたでも
参加自由です。ぜひお気軽にお越しください。
７月１４日（木） 午前１０時から午後３時
日時
実演会 ①午前１１時から ②午後１時３０分から
場所
コミュニティプラザひまわり２階会議室１

問合せ

きよせ社協地域包括支援センター ☎042－495－５５１６

令和４年度第２回地域福祉活動応援助成
令和４年度中に行われるたすけあい活動等に対し、審査のうえ助成します。

対象活動

見守り・サロン活動、子ども食堂、障害や病気を持つ方の交流活動、その他たすけあい活動

助成金額

１事業につき原則３万円～１０万円を上限（内容により基準が異なります）

応募方法

所定の申込書により７月１５日（金）～８月３１日（水）までに社会福祉協議会へ提出してください。
申込書は社協窓口、きよせボランティア・市民活動センターで配布のほかホームページからダウン
ロードできます。助成決定は９月中旬、資金交付は９月下旬になります。

●募集要項と同時配布の Q＆A をご参照ください。その他、対象活動に関わる相談は随時受け付けます。
～これまで下記のような団体の取り組みに対して助成しました～

高齢

のびのび健康体操教室

サロン

主に竹丘の緑蔭通りの住民を対象に、気軽に交流し
合える場を設けて、地域のつながり作りを行っていま
す。毎月様々な催しを企画し、初心者向け囲碁教室も
実施しています。本助成金では、会場費、広報費等を
助成しました。

健康運動指導士の指導のもと、椅子に座っての無理の
ない範囲でのストレッチ、筋力トレーニングを行いなが
ら、介護予防に取り組んでいます。また、メンバー同士
の交流も図っています。本助成金では、講師料を助成
しました。

問合せ

緑蔭交流サロン

清瀬市社会福祉協議会地域福祉係 ☎042－495－５３３３
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ボランティア・市民活動

あなたの「もったいない」を誰かの「おいしい」へ

フードドライブ（食品お持ち込みの会）
フードバンクきよせでは、寄付いただいた食品を、生活にお困りの方や子ども食堂などにお渡しする活動を
しています。ご家庭で余った食品の寄付を受け付けています。

受付品 お米・レトルト食品・インスタント食品・乾麺・缶詰・お菓子・飲料など
日時
場所

※未開封、常温保存可能なもので賞味期限が１カ月以上ある食品
➀７月２９日（金）午後３時から４時 特別養護老人ホーム清雅苑
➁７月３０日（土）午後１時から３時 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、きよせボランティア・市民活動センターでは
上記以外の日程でも、常時窓口にて寄付を受け付けています。

問合せ きよせボランティア・市民活動センター ☎042－49１－９０２７

活動
紹介

‟住み慣れた地域で最後まで豊かに暮らしていくために＂

中清戸オレンジハウスの取り組み

皆さんは認知症サポーターという言葉をご存じでしょうか。認知症サポーターは、市内の地域包括支援セ
ンターが主催する養成講座を修了したボランティアのことで、認知症の方を近所で見守ったり、時には出前
授業などを通じて、認知症に対する正しい理解と啓発を促す活動を行っています。清瀬市内では、ステップア
ップ講座を受講した認知症サポーターが「チームオレンジ清瀬」として活動しています。今年の４月からチー
ムオレンジ清瀬と認知症当事者、家族、地域の住民の方たちの交流の場として「中清戸オレンジハウス」がオ
ープンしました。今回、ボランティア・市民活動センター職員が中清戸オレンジハウスに訪問し、お話しをうか
がいました。

地域のつながりと協力のおかげで
きっかけはチームオレンジのチーム員の方の所有するお家を借りら
れたことでした。市の介護保険課の職員とチームオレンジ清瀬のメン
バーで「どういった場であれば、当事者との交流が生まれるか、地域
の方に足を運んでもらえるか」話し合いを重ねてきました。準備段階
から、電気関係の仕事をしていた方がボランティアとして配線工事や
クーラーの設置、地域の方からは備品の寄付をいただくなど、「多く
の人とのつながりと協力によって、中清戸オレンジハウスはスタートす
ることができました」と市職員の担当の方は振り返ります。

て

様々な気持ち、体験を共有できる場

中清戸オレンジハウス

センター職員がうかがった日は、どこか懐かしい雰囲気のお家で、チームオレ
ンジのチーム員、認知症当事者や介護者、地域の方など様々な方たちが交流
し、会話が弾んでいるのが印象的でした。また前回はミニ音楽イベントを企画す
るなど、気軽に立ち寄れる場づくりを行っているそうです。中清戸オレンジハウス
は、認知症に対する不安、悩み、悲しみや日々の喜び、楽しさなど様々な気持ち
や体験を分かち合える場として、地域にとって貴重な役割を担っているのではな
いでしょうか。

て

３

毎週木曜日 1０時～15 時
会場 中清戸１－５８５―７
対象 認知症当事者、介護者、認知症に
関心のある方どなたでも

参加費 ２００円（お茶、お菓子代）
問合せ 清瀬市地域包括支援センター
☎042－49７－２０８２

きよせ

清瀬国際交流会からのお知らせ

助 成 金 情 報

清瀬でも英語しゃべらん会
コロナ禍で長らく開催できませんでしたが、清瀬で
も英語しゃべらん会を開催いたします。講師と一緒
に英語ビギナーの方も、会話が出来る方も楽しみま
しょう。
日時

７月１６日（土）午後２時から４時

場所

アミューホール（アミュービル７階）

テーマ

英語を楽しもう＆フリー
おしゃべり＆ゲーム

問合せ

清瀬国際交流会
☎090 ー 2626 ー 0934 （柾谷）

公益財団法人 SOMPO 福祉財団

住民参加型福祉活動資金助成
地域における高齢者・障害者・子ども等に関する複
合的な生活課題に、地域住民が主体となって、包括
的な支援を行う活動に必要な資金を助成 。
【締切】 7 月 15 日（金）
【1 件あたりの限度額】 30 万円
【詳細】
https://www.sompo-wf.org/jyosei/juminsankagata.html

公益財団法人洲崎福祉財団

清瀬国際交流会は、多国籍・多民族の人々が「清瀬
に住んで良かった」と喜ぶ人が増えるような、住み
やすい魅力ある街にしていくために、多方面にわた
る活動を進めています。

令和４年度上半期一般助成
障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活動
や自助・自立支援事業に対して車輛、備品等、施設
内の工事費などを助成。
【締切】 ８月 13 日（土）
【1 件あたりの限度額】
申請項目により異なる

募集中です！
きよせのボランティア情報

【詳細】

調理ボランティア募集中

https://swf.or.jp/support1/

助成金情報一覧を掲載しています

一般社団法人たけのこでは、障害児・者の日中一
時支援や移動支援を行っています。利用者の方の
夕食を調理いただけるボランティアさんを現在募
集中です。
■ 日時 月２回の月曜日 ※時間は応相談
■ 場所 竹丘２－２２ー１
■ 内容 夕食５～１０食分の調理
食材などはたけのこで用意しています

清瀬市社会福祉協議会のホームページで
は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。

≪ 注意事項≫
きよせぼらかつニュース７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。

楽器演奏ボランティア募集中
地域の高齢者などが集うサロンや施設では楽器の
演奏が喜ばれます。現在、楽器演奏をしていただけ
るボランティアさんを募集しています。楽器はギ
ター、ウクレレ、フルート、ハーモニカ、オカリナなど。
興味のある方は、ボランティア・市民活動センター
までご連絡ください。

きよせボランティア・市民活動センター
５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

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ー９０２７
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２４４人
１２１人
２４８人
６１３人

