地域で輝こう！
わたしを活かすまちづくり
清瀬のボランティア・市民活動情報紙

目次<主な内容>
◆夏の体験ボランティア
2022in きよせ
◆地域のまちづくり懇談会
◆【報告】はじめての動物ボランティア
◆ボランティア・市民活動団体が実施
する市内のイベント情報
ほか
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令和 ４ 年
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編集・発行
きよせ
ボランティア・
市民活動センター

9:00－17:00
月曜日～土曜日
（年末年始・祝日除く）

〒204-0013

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

対象
体験
期間

メールアドレス
kiyosebora@gmail.com

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

小学生～大人
（３年生以下は保護者同伴）

７月 25 日（月）～８月 31 日（水）
※プログラムによってはボランティア
保険 350 円の加入と参加費が必要です

費用

無料

申込み
方法

Web 申込み
(今回はプログラムによって申込み日時が異なります)

① 抽選プログラム
ホームページ
6 月 27 日(月)午前 9 時～午後５時 はこちら
② すべてのプログラム
(抽選以外のプログラム・抽選後に空きのあるプログラム）

7 月４日(月)午前 9 時～11 日(月)午後５時（先着順）
※プログラムの詳細についてはホームページで
６月 15 日(水)公開予定です

http://www.facebook.
com/kiyosecsw/
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；.
ボランティア・市民活動

清瀬手話学習会てことば

福祉

手話体験

清瀬環境市民協議会
調べてみよう！樹木のはたらき

絵手紙をかこう
更生保護女性会（犯罪・非行を行った方の更生
を援助するボランティア団体）の活動の一つと
して、絵手紙を描いて、会員の交流を行ってい
ます。夏ボラでは、夏野菜などの
夏の風物詩の絵手紙を描き、
１枚は自分用に、もう１枚は
高齢者施設へプレゼントします。

清瀬市内で、手話の継続学習やボランティア・
市民活動センターが実施する手話講座修了者
の受け入れなどを通じて、聴覚障害への理解
を深めています。夏ボラでは、
小学生からでも分かる簡単な
手話を学び、講師と手話での
コミュニケーションを体験します。

環境

絵手紙の会マーガレット

文化

清瀬紙芝居サークルひだまり

福祉

ごみ問題の生活環境から、自然・地球保全など
市民の環境問題についての協議、取組みを行っ
ています。夏ボラでは、けやき通りの樹木の
CO２吸収量を測り、みどりの
働きについて調査します。
夏の自由研究にもおススメ
です。

紙芝居を読もう！
市内の保育園、高齢者施設を対象に紙芝居の
公演を行っています。定期的に勉強会を実施
し、メンバーのスキルの向上にも努めています。
夏ボラでは、紙芝居を練習
した後に、幼稚園の子ども
達に実際に披露します。

■この他にも夏の体験ボランティアでは、数多くのプログラムをご用意しています。詳細はホームページ
にて、 後日公開予定ですので、今しばらくお待ちください。

問合せ

きよせボランティア・市民活動センター ☎042－491－9027 メール bora@kiyose-f.net

きよせのふくしのこと、みんなではなしましょう

福祉のまちづくり懇談会を実施します
身近な地域で誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるために、エリア別の懇談会を開催します。日頃から、
地域で暮らしていて、困っていることや気になること「地域の力」で解決できることなど一緒に話しませんか。い
ずれの回も同じ内容ですので、お近くの地域の懇談会にご参加ください。

日時
場所

申込み

①６月１０日（金）午前１０時
②６月１４日（火）午後１時３０分
③６月１６日（木）午前１０時
日時
④６月２２日（水）午後１時３０分
⑤６月２７日（月）午後１時３０分

中清戸地域市民センター（定員３０名）
コミュニティプラザひまわり（定員３０名）
野塩地域市民センター（定員２０名）
竹丘地域市民センター（定員３０名）
清瀬けやきホール（定員３０名）

清瀬市社会福祉協議会 地域福祉係 ☎０４２－４９５－５３３３
※この事業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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感染状況により開催
方法を変更する場合
があります。お申込み
時にご確認ください。

ボランティア・市民活動

センター
からの報告

人も動物も安心して暮らせる地域のために

‟はじめての動物ボランティア″を開催しました

近年、人と動物をめぐる問題によって、行政や社会福祉協議会などに相談が入ることは少なくありません。
野良猫への餌やりや一人暮らしの高齢者の入院、または施設への入所によって、飼っているペットの引き取り
手の問題など様々。これらの問題は、行政や介護サービスなど既存の仕組みでは対応できない場合がほとん
どです。人と動物を取り巻く問題に対して、地域のボランティアでどのようなことができるのかをお話しする場
「はじめての動物ボランティア」を開催しました。

気持ちも大事、でも自分ができる範囲で
コロナ禍の影響で延期が続いていましたが、4 月 23 日(土)にようやく

て

実施することができました。
ボランティア経験がない方にも気軽に参加してもらえるように、初回は長
年活動しているボランティアの体験談を聞く会を行いました。市内在住の吉
田さんは 2011 年の東日本大震災をきっかけに、被災地の犬、障害のある
猫、飼育放棄された小鳥やヘビなどを自宅で保護してきたそうです。「動物を
助けたい気持ちは大切ですが、まず自身の生活や家庭を大切にして、誰かに
頼るのではなく自分ができる範囲のことをしていきましょう」というボランテ
ィア全般に通じるお話もありました。

新たな地域課題に対して
参加者には地域で中心的な役割をしている方、大学や行政の関係者、市外の方もい

て

ました。「とても参考になった」「感動した」「このような集まりを継続的に開いてほし
い」といった感想が聞かれました。中には早速、動物ボランティアに登録をして下さっ
た方もいました。
飼い主が入院して犬が部屋に残されたり、庭に来た野良猫に餌をやっているうちに
子猫が生まれて近所とトラブルになるなど、市内には人と動物をめぐる問題がしばし
ばあります。ペットと暮らす家庭が増加している中、人と動物の双方に適切に関わるこ
とができるボランティアの存在がますます重要になってきます。地域の新たな課題に
応えられるように、これからも取り組みをすすめていく予定です。

保護された
チロルちゃん

エコまつり開催のお知らせ ～ハズレなし！お楽しみ抽選会も～
消費生活センター登録団体が、団体の活動や消費者問題を広く知っていただくために、『エコまつり』を開催し
ます。リサイクルバザーやお楽しみ抽選会、講演会などイベントが盛りだくさんです!

日時

①６月１０日（金）午前１０時から午後３時 ②６月１１日（土）午前１０時から正午

場所

清瀬市消費生活センター（元町１－14－17）
日時
講演会 『今だから考えよう日本の食料自給率』
講師 内田聖子さん（NPO 法人アジア太平洋資料センター共同代表）
講演会
日時 ６月１１日（土）午後１時３０分から３時３０分 会場 清瀬市消費生活センター

問合せ

清瀬市消費生活センター ☎042－495－6211

３

きよせ

みんなで育てよう清瀬の水辺

助 成 金 情 報

空堀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。

社会福祉法人丸紅財団

２０２２年度社会福祉助成金

日時

６月 19 日（日）午前９時 30 分から正午

場所

中里緑地 A 地区前の梅坂橋に集合

持ち物

汚れても良い服装、マスク、長靴、タオル
飲み物 ※雨天中止です

社会福祉事業を行う民間の非営利団体に対して、車
輛、設備、施設改修費などを助成 。
【締切】 6 月 30 日（木）
【1 件あたりの限度額】 200 万円

問合せ

川づくり・清瀬の会事務局
☎042 ー 493 ー 7684 （荒幡）

【詳細】
https://www.marubeni.or.jp/

KIC コーラス創立２５周年記念
with ノーチェ・ディ・コッコ

公益財団法人 SOMPO 福祉財団

住民参加型福祉活動資金助成

サマーコンサートのお知らせ

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
的な支援を行な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

清瀬国際交流会の KIC コーラスでは、創立 25 周年を
記念してサマーコンサートを開催します。本演奏会
はコロナ感染対策を行い実施します。
日時

7 月 8 日（金） 午後２時開演

場所

清瀬けやきホール（入場無料）

演奏

いつかある日 / 希望のささやき / 歌の翼に
カロ・ミオ・ベン / 花は咲く他

【詳細】
https://www.sompo-wf.org/jyosei/juminsankagata.html

助成金情報一覧を掲載しています

問合せ
問合せ 清瀬国際交流会
☎090 ー 7205 ー 8613 （市川）

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。

公益財団法人 JKA 補助事業報告

≪ 注意事項≫

この度、公益財団法人 JKA 新型コロナ緊急支援
整備事業により感染症対策備品の整備が完了し
ましたので、ご報告します。

きよせぼらかつニュース６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。

事業内容
補助総額 676,179円
事業詳細
きよせ
（１）サーモカメラ ３台
サーモカメラ及び
(2)CO２濃度測定器 ３台
消毒液スタンド
（３）パルスオキシメーター ２台
（４）フットペダル式消毒液スタンド ２台

きよせボランティア・市民活動センター
４月の施設利用状況

きよせボランティア・市民活動センターでもサーモ
カメラ等を設置しているほか、清瀬市社会福祉協議
会の各拠点で、活用しています。

●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
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３６４人
１５０人
２３８人
７５２人

