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動物 ボランティア講座
～共に生きる、人と動物～

10 月 1 日（土）
午後１時 30 分～４時
場所

きよせボランティア・市民活動センター

費用

無料

講師

なかのまきこ氏

（清瀬市上清戸２－６－１０）

定員

１６名

実験動物を殺さない代替実習で獣医大学を卒業し、ホームレスのペットを
無料診療、大学での講演等を通じて人と動物の共生を問いかける獣医
師。著書『野宿に生きる、人と動物』には自らの体験が温かい筆致でつづ
られている。ひげとしっぽ PROJECT 主宰。

http://www.kiyosef.net/public/indx/7/

http://www.facebook.
com/kiyosecsw/

申込み 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

夏の体験ボランティア 2022in きよせ活動報告
調べてみよう！みどりの働き
長年、清瀬のごみ問題や環境問題につい

清瀬環境市民協議会

換算すると５７人分にもなることが分か

て取り組んでいる清瀬環境市民協議会にご

りました。その他にもアスファルトからの

協力いただき、けやき通りの樹木の働きに

放熱を遮断し、気温の上昇を抑えるなど

ついて調査しました。

みどりには様々な働きがあるそうです。

小学生２名が参加し、けやき通りの 10 本

地球温暖化などの環境問題について

のけやきの幹の太さを測定しました。その

様々な場面で見聞きすることが多い昨

後、センターに戻り、けやき 10 本分が 1 年

今、子どもたちはみどり豊かな清瀬の魅

間で吸収するＣＯ２量を計算しました。その

力について、環境面から学ぶことが出

数は、人間が 1 年間で吐き出す CO２量に

来ました。

換算すると

保護犬ってなあに（保護犬新聞作り） わんだん邸
都内ではめずらしい保護犬シェルター「わ

ら幸せになれるのか、殺処分を減らせるの

んだん邸」の店長さん２名をお招きして、保護

か、子どもたちは真剣に話を聞いて考えて

犬についてお話をしていただきました。途中か

くれました。

ら小学生と中学生に分かれ、小学生には 1 匹
の保護犬のお話をわかりやすい紙芝居にして

お話を聞いた後は印象に残ったことを
記事にまとめ、新聞を作りました。

読んでいただきました。中学生には保護犬の

この夏ボラの体験と新聞を通じて、保護

現実について深いお話があり、殺処分のとこ

犬への理解が深まり、動物も人も大切な命

ろでは涙するお子さんもいました。犬たちが

であることが伝わったことと思います。

どのような理由で保護犬になるのか、どうした

手話体験

清瀬手話学習会てことば

手話を身近なものとして感じてもらえるよう

が起きたときに困ること・不安なこともお話

「清瀬手話学習会てことば」のみなさんの協

しいただきました。障害をお持ちの方にとっ

力により、自分の名前、簡単なあいさつなどを

ては、情報が届きにくかったり、今何が起き

手話でどう表現するかを学びました。体験の

ているかも分かりにくいものです。色々な手

中では、手話だけではなく、口の動きなどの表

話を覚えるのは難しいことですが、この日の

情や身振り手振りなども含めて表現をしてい

ように手話に対する理解のある人が増えて

くことで、よりコミュニケーションが取りやすく

いくだけでも、安心につながります。参加し

なることを学べたようです。

た方たちが、またどこかでコミュニケーショ

また、この日は聴覚障害を持つ方から災害

ンが取れるようになるといいなと思います。

が
その他にも保育園、児童・障害者施設や様々なボランティア・市民活動団体にご協力いただき、数多
くのプログラムを実施しました。夏の体験ボランティアにご協力いただいた皆さま、ありがとうござ
いました。

２

ボランティア・市民活動

わたしにもできる！地域の支え合い
ふれんど（たすけあい）サービス活動説明会

協力会員募集中

ふれんど（たすけあい）サービスとは、社協会員相互による地域の支え合い有償サービスです。高齢者で、日常
生活でお困りごとがある方に対して支援をしています。特に資格は必要ありません。ぜひ、活動説明会にお越し
ください。

■ふれんどサービスでは、主に以下の内容を行っています。
家事サービス
軽度サービス
介助サービス
買い物、掃除、洗濯、

ゴミ捨て、水やり、電球

かかりつけ医の通院や、買

衣類の整理といった家

交換、傾聴、花木の水

い物への付き添いなどを

事での困りごとをお手

やりなどをお手伝いし

通じて、高齢の方の移動

伝いします。

ます。

を支援します。

日時

場所

１０月６日（木） 午後２時から３時３０分

きよせボランティア・市民活動センター

申込み きよせボランティア・市民活動センター ☎042－491－9027

■オンライン LIVE 防災講座■

首都直下地震南海トラフ巨大地震富士山噴火に備える！
～地学を学んで「大地変動の時代」を賢く生き延びる～
いつか必ず起こる大震災。日本列島がどういう状態にあるのか、科学の目線でしっかりと学ぶことが、私たち
の行動を変えるきっかけとなるのではと考え、本講座を企画しました。講師には、「情熱大陸」や「世界一受けた
い授業」などにも出演された日本有数の火山学者である鎌田浩毅先生を迎え、お話をうかがいます。皆さまの
ご参加お待ちしています。

日時

９月 10 日（土） 午後３時から４時３０分

講師

鎌田 浩毅 氏（京都大学名誉教授・京都大学レジリエンス実践ユニット特任教授）

受講方法

A

A・B どちらかの方法をお選びください

アミューホールで受講希望の方

B

Zoom で受講希望の方

■会場：アミューホール（アミュービル７階）

■右下の QR コードよりお申込みください。

■事前申し込み不要、当日会場までお越しください

■締め切り：9 月８日（木）午後１時

■鎌田先生とはオンラインでの中継になります

■後日、参加 URL 等をお送りします

問合せ

清瀬みんなの防災ネット E メール：kiyoseminbonet@gmail.com
☎070－1584－２６３１（今中） ※なるべくショートメッセージでお願いします

清瀬みんなの防災ネットは、「どんな災害でも生き残り、混乱を最小限に！」を目標に、災害に対して個人や地域、行政
とのつながりの中でどのような備え支援ができるのか、みんなで考え出来る事から実践しようと活動しています。現
在、一緒に活動してくれるメンバー募集中です。月１回程度、コロナ禍においてもオンラインを活用した定例会や年に
何度か防災につながるイベントを企画、または協力しています。ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。

３

きよせ

令和４年８月３日からの大雨災害
義援金の募集をしています

住まいづくり公開講座開催のお知らせ

住まいの「不安と不満」

NPO 法人設計協同フォーラムでは、清瀬市を中心に
2002 年から住まいづくり公開講座を実施しています。
参加無料です。ぜひ、ご参加ください。
日時

10 月 1 日（土）午後２時～４時

場所

清瀬けやきホール講座室 1 （参加無料）

内容

住まいの不安と不満 ※改善事例を紹介
●耐震性や無料点検業者の被害例
●狭くて使いづらい「間取りの変更で改善」
●収納不足は「造付収納」など

受付 〇清瀬市社会福祉協議会
窓口 〇清瀬市障害者福祉センターおおぞら
〇きよせボランティア・市民活動センター

問合せ NPO 法人設計協同フォーラム「多摩メンバー」
☎042 ー 495 ー 4488 （大力）

※ 中央共同募金会でも直接受け付けています
https://www.akaihane.or.jp/saigai-news/
gienkin/28887/
令和４年１２月２８日まで
※ 延長することもあります
問合せ 清瀬市社会福祉協議会 地域福祉係
☎ ０４２ー４９５ー５３３３
受付
期間

募集中です！
きよせのボランティア情報
創作活動、作業準備や散歩同行など
のお手伝い

助 成 金 情 報
公益財団法人 SOMPO 福祉財団

社会福祉事業 NPO 基盤強化資金助成

障害者施設「ひだまりの里きよせ」では、入居者の方
を中心に、日中活動において利用者さんとの散歩
同行や作業準備、表現活動、創作活動などに一緒
に参加してくれるボランティアさんを募集中です。
内容は補助的な役割になります。
■ 日時

■ 場所

令和４年８月３日から、各地で記録的な大雨と
なり、山形県、新潟県、石川県、福井県、青森県
など、全国各地で河川氾濫や土砂災害等による人
的及び家屋への甚大な被害が発生しています。被
災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
この災害で被災された方々の支援を目的に、義
援金を募集いたします。お寄せいただきました義
援金は、中央共同募金会を通じて全額被災者に配
分されます。皆様のご協力をお願いいたします。

主に高齢者、障がい児・者、などを対象として活動
する NPO の支援、社会福祉の学術研究、文化活動
に対して助成。
【締切】 10 月 7 日（金）
【1 件あたりの限度額】 70 万円

➀ 午前９時～１２時
➁ 午後１時～３時３０分
※ 日数、時間は要相談

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

ひだまりの里きよせ内活動室
（梅園３ー１ー３０）

きよせぼらかつニュース９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。

特技ボランティア募集中
きよせボランティア・市民活動センターでは、特技
ボランティアを募集中です。内容は将棋や囲碁な
どのレクリエーションやギター、ウクレレ、フルート、
ハーモニカ、オカリナといった楽器演奏など。興味
のある方は、ボランティア・市民活動センターまで
お気軽に、ご連絡ください。

きよせボランティア・市民活動センター
７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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２７９人
１７４人
２７９人
７３２人

