地域で輝こう！
わたしを活かすまちづくり
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清瀬市手話奉仕員・ボランティア養成

手 話講座

初級

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

手話奉仕員（市内で聴覚障害をお持ちの方を支える人）
を養成するための講座です。手話での簡単なコミュニケー
ションがとれることを目指します。
日程

12 月 9 日、16 日、23 日、2023 年 1 月 6 日、13 日、20 日、27 日、
2 月 3 日、10 日、17 日、24 日、3 月 3 日、10 日、17 日、24 日、
４月 7 日、14 日、21 日、28 日、5 月 12 日、19 日、26 日、6 月 2 日、
9 日、16 日、23 日、30 日、7 月 7 日、14 日、21 日
全３０回 いずれも金曜日

時間

午後 2 時～３時３０分

メールアドレス

場所

きよせボランティア・市民活動センター

kiyosebora@gmail.com

講師

東京手話通訳等派遣センタースタッフ

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

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

対象者

清瀬市内で活動できる方

参加費

10,000 円（全３０回分）

定員

16 名（要予約）

テキスト代

申込み
フォームは
こちら

3,300 円

申込み お電話または、申込フォームで受け付けております
きよせボランティア・市民活動センター
1

社協会費 500 円
（令和 4 年度分）

☎０４２－４９１－９０２７

ボランティア・市民活動

ちゃんと知りたい・話したい LGBTQ
～もし身近な人が当事者だったら～
※

知っているようで、知らない LGBTQ のこと、考えてみませんか？市内の LGBTQ
コミュニティで代表を務め、当事者でもある佐藤良太さんを案内役に招き、当事者
が直面している状況や、自分にできるサポートなどについて学んでいきます。
ます。
日時
１２月３日（土） 午後２時から４時
参加無料【定員２０名】
場所
申込み

【講師】佐藤 良太 氏

きよせボランティア・市民活動センター会議室 1
きよせボランティア・市民活動センター
☎０４２－４９１－9027

※LGBTQ とは
レズビアン、ゲイ、バ
イセクシャル、トラン
スジェンダー、クイア
やクエスチョニング
の性的マイノリティ
（少数者）を表す総称
の一つです。

清瀬市 LGBTQ コミュニティいろは代表。清瀬市男女平等推進委員。清瀬市
議会へのパートナーシップ制度の陳情提出や、LGBTQ 当事者の交流の場
『カフェきよにじ』の運営、また教育機関等でゲストスピーカーとしての活動や
研修等を行う。性のあり方に関わらず、誰もが安心して過ごせる社会を目指し
て活動中。ゲイの当事者。

●主催 清瀬市 LGBTQ コミュティいろは／きよせボランティア・市民活動センター

令和４年度第３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１１月１５日（火）～１２月２８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、資金交付は１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。
【問合せ】 清瀬市社会福祉協議会 地域福祉係 ☎042－４９５－５３３３

ご家庭、職場で不用な２０２３年カレンダーをお譲りください
清瀬市社会福祉協議会では歳末たすけあい運動の一環として「歳末カレンダー市」を１２月下旬から実施しま
す。不用なカレンダー・手帳がありましたら清瀬市社会福祉協議会窓口またはきよせボランティア・市民活動
センター窓口まで お持ちください。ご協力よろしくお願いいたします。
※カレンダー、手帳は一点からご寄付を受け付けております
【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

■近日開催します！

きよせ保護犬・保護猫フェア
野良猫への餌やりや、一人暮らしの高齢者の入院、入所などによって、飼っているペットの引き取り手の問題
など人と動物を取り巻く問題は、近年増加しています。人と動物がどのような状況にあるか知っていただくため
にイベントを企画しました。ぜひ、お気軽にお越しください。

日時

１１月５日（土） 午前１０時から午後３時

内容

内容犬猫譲渡会（要予約）

共催

NPO 法人いぬねこプロジェクト（わんだん邸）／きよせ猫耳の会
きよせボランティア・市民活動センター

問合せ

きよせボランティア・市民活動センター ☎042－４９１－9027

場所

きよせボランティア・市民活動センター

保護犬、保護猫に会える
ペット災害対策（展示）
保護犬、保護猫、地域猫パネル展
紙芝居の披露（協力：清瀬紙芝居サークルひだまり）

NPO 法人いぬねこプロジェクト

保護犬シェルター「わんだん邸」の取り組み
清瀬市内にある NPO 法人いぬねこプロジェクトが運営する「わんだん邸」は、都内では珍しい保護犬シェ
ルターです。野犬、ブリーダー崩壊、一般家庭での飼育崩壊、繁殖犬の引退など様々な事情で、行き場を無くし
た犬の保護、譲渡を行っています。今回、センター職員がわんだん邸に訪問し、お話を伺いました。

動物の問題は、人が生み出すもの
松山にあるシェルターを訪れるとたくさんの保護犬たちが嬉しそうに出迎
えてくれます。それぞれ悲しい過去がある犬たちですが、わんだん邸で清潔
にしてもらい、人に優しくされ、表情がやわらかくかわいい子たちばかりでし
た。清瀬市でもペットの問題は度々起こっていますが、保護犬の問題はすべ
て人の問題からもたらされるものです。私たちが保護犬の現実を知り、理解
を深めることはとても大切なことだと実感しました。
わんだん邸では、新しい家族としてワンちゃんをお探しの方はもちろん、今
は飼うことは出来なくとも、犬とふれあいたい方が自由に来店でき、入場料
は保護犬たちを助けるための大切な寄付となります。ご興味がある方は、ぜ
ひ訪れてみてはいかがでしょうか。

て

■アクセス：松山 1－12－15
オリエンタルビル B1
■時間：正午～午後 6 時（日・月休み）
※入場料をいただいています
わんだん邸では、お手伝いいた
だけるボランティアさん募集中で
す。詳細はわんだん邸へご連絡く
ださい☎０４２－４２９－０８２２

きよせ猫耳の会からイベントのお知らせ

パネル展「コロナ禍 人と猫のこと」
コロナ禍とペットの問題について、楽しく学べるパネル展です。絵本「だいすき、ねこにゃん」
や便利なペット手帳などの無料配布もあります。ぜひ、お越しください。

日時
場所
問合せ

１１月２１日（月）～２７日（日） 午前１０時から午後６時
※初日２１日（月）のみ午後３時から６時
インスタで
西友清瀬店４階・クレアギャラリー
情報発信中！
きよせ猫耳の会：kiyoseneko33@gmail.com

３

きよせ

KIC （清瀬国際交流会）第３６回
清瀬でも英語しゃべらん会

インクジェットプリンター（ポスター印刷機）
料金改定のお知らせ

英語を楽しもう（Ⅱ）！（ Let’s Enjoy English
Ⅱ ！）のテーマで、講師といっしょに英語を楽しみ
ましょう。
日時

11 月 12 日（土）午後２時から４時

場所

生涯学習センター６階

講師

スタン・ローゼンバーガー 氏

参加費 無料

きよせボランティア・市民活動センターで貸し出している
インクジェットプリンターは、機器や印刷消耗品価格の高
騰等により、11月15日から以下のとおり料金改定いたし
ます。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

講座室１

【使用条件】
清瀬で行う市民活動のために作成するもの
【改訂価格】
●A1サイズ 800円 ●A2サイズ 4００円
（印刷作業を職員が行う場合は、200円加算）
※その他サイズや使用条件の詳細はお問い合わせくだ
さい。なお、業務用ではないためインクの滲みのようなも
のが多少出る場合がありますので、ご了承ください。
【問合せ】
きよせボランティア・市民活動センター
☎042-491-9027

※直接会場へお越しください

問合せ 清瀬国際交流会
☎090 － 2626 － 0934 （柾谷）

川づくり清瀬の会からのお知らせ

みんなで育てよう清瀬の水辺
生息環境保全のため、空堀川のゴミ拾いなど清掃作
業を行います。清瀬の自然に興味のある方ぜひ、ご
参加ください。
日時
日時
集合

11 月 27 日（日）午前 9 時 30 分から正午
※ 雨天中止
中里緑地 A 地区前の梅坂橋

持ち物

汚れても良い服装、長靴、タオル、飲み物

問合せ

川づくり・清瀬の会
☎042 ー 493 ー 7864 （荒幡）

助 成 金 情 報
公益財団法人公益推進協会

コロナに負けるな！浅井スクスク基金
コロナ禍において、子どものや家族を対象にした、新
たに始めようとする事業や、いったん中止してしまった
が再開しようとする事業に対して助成。
【締切】 12 月 20 日（火）
【1 件あたりの限度額】 50 万円

募集中です！
きよせのボランティア情報
ベトレヘム学園
小学生への学習支援

【詳細】https://kosuikyo.com/

きよせぼらかつニュース１１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。

ベトレヘム学園は清瀬市内にある児童養護施設で
す。小学生の勉強の見守りボランティアを募集して
います。子どもとコミュニケーションを取っていただ
き、緩やかに関わっていただける方、ぜひご応募くだ
さい。
■ 日時 頻度、曜日、時間はご相談ください

きよせボランティア・市民活動センター
９月の施設利用状況

■ 場所 ベトレヘム学園（梅園３－１４－２３ ）
■ 内容 小学生（１年生）への学習支援
勉強しながらコミュニケーションを図る
■ 条件 女性の方
■ 申込み ・問合せ ☎またはホームページより
ベトレヘム学園 ☎０４２－４９１ー２５２９
http://bethlehem.jp/volunteer

●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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３２８人
９８人
２１９人
６４５人

