地域で輝こう！
わたしを活かすまちづくり

目次<主な内容>
◆知る ふれあう
きよせ保護犬・保護猫フェア
◆切手サロン参加者募集中
◆秋の親子自然ボランティア体験
◆ボランティア・市民活動団体による
秋のイベント情報
ほか
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ペットの問題は人の問題、まずは知るところから

知る

ふれあう

保護犬
保護猫 フェア

10 月１日発行

きよせ

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

1１月５日

土

午前１０時～午後３時

当日、駐車場はご利
用できません。自転
車、徒歩、バスなど
でご来場ください。

場所 きよせボランティア・市民活動センター
（清瀬市上清戸２－６－１０）

★主なプログラム★
組２０分・要予約
( 1犬猫アレルギーの無い方・小学生以上

(

犬猫譲渡会

午前１０時～午後３時

※譲渡には審査があり、当日連れて帰れるわけではありません

プロのドックトレーナーによるしつけお悩み相談
午後１時～３時 （1 組３０分・要予約）

保護犬、保護猫、地域猫パネル展
紙芝居（ある保護犬の物語）

メールアドレス

ペット災害対策（展示）

kiyosebora@gmail.com

ホームページ

手作り小物、犬猫グッズ市（売り上げの一部が寄付になります）

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

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

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

切手を切りながら、ゆっくりおしゃべりしませんか

切手サロン参加者募集しています
使用済み切手を仕分け、整理するのが「切手ボランティア」です。切手ボランティアは誰にでも
できる簡単な作業になります。切手サロンでは、時間内であれば出入り自由。自分の思い思い、
マイペースに活動できます。入退出は自由です。お気軽にお越しください。
日時

１０月２１日（金） 午後１時３０分～３時
※時間内にいつでもお越しください

場所

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
市民の方から寄付された
☎042－４９１－9027
様々な切手を整理します

問合せ

その日作業する切手を
選び、好きな席へどうぞ

整理された切手は売却さ
れ、収益金は市内の福祉事
業に活用させていただきま
す。

それぞれマイペースに
活動ができます

☆ 清瀬市社会福祉協議会では、「使用済み切手」
「使用済みインクカートリッジ」「入れ歯」「プ
ルタブ」「ベルマーク」を回収しています。詳
細は上記へお問合せください。皆さまのご協力
よろしくお願いいたします。

きよせの秋の自然にふれてみよう

秋の親子自然ボランティア体験
申込み
清瀬の自然を守る会が主催し、自然体験プログラムを実施します。草刈り、のこぎりでの枝の伐採、畑の野
菜の収穫のお手伝いをします。 毎年、人気のあるプログラムです。ぜひ、ご参加ください。

日時
場所

➀10 月２９日（土） ②１１月５日（土） ①②どちらも午前９時３０分～１１時４５分
※➀➁どちらかお選びください
企画例
御殿山緑地保全地域（八小前、けやき通り沿い）

対象

小学生とその保護者（小学３年生以下は必ず保護者同伴が必要です）

定員

両日各１５名（先着順）

費用

無料

申込み

右記申込みフォームよりお申込みください

問合せ

きよせボランティア・市民活動センター☎042－491－9027

清瀬の自然を守る会は、武蔵野の雑木林が数多く残る清瀬市内で活動する自然保護団体です。主な活動内容は東京
都などが保有する緑地の保全活動、夏の昆虫観察会や野鳥観察会の開催。また、市内の小学校で自然教育のお手伝
いや、川まつり、カタクリまつりなどのイベントを通じて自然保護に対する啓発活動も行っています。現在会員を
募集中です。ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。
【問合せ】清瀬の自然を守る会 ☎０４２―４９２―０７１０（渡邉）
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ボランティア・市民活動

Zoom（ズーム）オンラインおためし＆相談
Zooom（ズーム）は、パソコンやスマートフォンで簡単につながるテレビ電話機能のこと。つなぎ方から、設定、
活用方法まで実際に操作しながら、一緒に体験してみましょう。個別相談なので、じっくりお話ができます。
火曜日～土曜日（事前予約制） 午後１時３０分～４時までの間（1 回４０分程度）
日時

場所

オンライン（Zoom）での参加になります

持ち物

いずれか一点 〇パソコン（マイク・カメラ付き） 〇タブレット 〇スマートフォン

申込み

「右記申込みフォーム」または「メール」にて、
➀氏名 ②電話番号 ③希望日時 ④使用機器（PC など）をお知らせください。
メール：bora@kiyose-f.net
きよせボランティア・市民活動センター ☎０４２－４９１―９０２７

問合せ

２０２２下期『きよせ映画サロン』開催します
新型コロナウイルスの影響で中止していたきよせ映画サロンを再開します。昔懐かしい映画から、近年の名作
までさまざまなラインナップで上映予定です。参加無料ですので、お気軽にお越しください。

日時

➀１０月２０日（木） ②１１月２４日（木） ③１月２６日（木）
【開始】 午後１時３０分 【開場】 午後 1 時から

場所

費用
アミューホール（清瀬駅北口アミュービル７階）
無料
※申し込み不要、直接会場へお越しください
➀ニューシネマパラダイス（1989 年作品） ②母べえ（２００８年作品）
③私をスキーに連れてって（1987 年作品）

内容

問合せ ☎０９０－1880－１９７１（國井）
問合せ たねまきびと清瀬
たねまきびと清瀬は、地域での音楽活動や教育文化活動を通じて、市民が
気軽に参加できる場や交流の機会づくりを行っています。現在、会員募集
中です。ブログで日頃の活動について発信中です。ご興味のある方は、ぜ
ひ、ご覧ください。

たねまきびと
清瀬のブログ
はこちらから

清瀬フロイデハルモニー第２回演奏会のお知らせ
清瀬管弦楽団、清瀬第九合唱団、合唱講座「初めての第九」修了生からなる、清瀬フロイデハルモニーが、
ベートヴェンの『第九』ほかを演奏します。２０２０年秋の清瀬市市制５０周年を祝うタイミングでの演奏会を計
画していましたが、新型コロナウイルスの影響で延期。そして、今回の開催に向けて、慎重に準備を続けてきま
した。合奏練習を見合わせた自粛期間を経て、今、仲間と共に歌え、演奏できることの幸せをかみしめていま
す。ぜひ、音楽の喜びを会場でご一緒しましょう。

日時

１０月２３日（日） 【開演】 午後１時から
【開場】 ①午後１２時（2 階席と車椅子席） ➁午後 12 時２０分（１階席）

場所

所沢市民文化センターミューズ（所沢市並木一丁目） 費用
無料
※申し込み不要、直接会場へお越しください。事前の整理券はありません。
ヘンデル「ハレルヤ」／ベートヴェン交響曲第９番「合唱付き」他
演目
【指揮】 水村怜央 【ソリスト】 鷲尾麻衣・城守香・下村将太・鹿野由之

演奏
問合せ

清瀬フロイデハルモニー実行委員会 ☎０４２－４９５－８４７８（大河内）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、検温、マスクの着用、連絡先の記載等にご協力ください

３

きよせ

助 成 金 情 報

募集中です！
きよせのボランティア情報

公益財団法人キリン福祉財団

キリン・地域のちから応援事業

そらいろ子ども食堂
調理などのボランティア募集中

地域における障害児・者、高齢者、子どもなどの福祉
向上に関わる、幅広いボランティア活動を実施する団
体に対して助成。また、災害復興支援、防災、新型コ
ロナ対策（マスク、消毒液など）も対象です。
【締切】 10 月 31 日（月）
【1 件あたりの限度額】 30 万円

竹丘地区で開催しているそらいろ子ども食堂では、
おやつ調理や一緒に活動してくださる方を募集
しています。
■ 日時

月 1 回日曜日（不定期）
午後 1 時～ 4 時 30 分
■ 場所 おあしすの家（竹丘２－２２ー２）

【詳細】https://foundation.kirinholdings.
com/subsidy/r5/index.htmll

■ 内容 ➀おやつの調理
➁配膳、片付け、子どもとの遊びなど
※ 詳細に関しては、以下にお問合せください
あおいそら（そらいろ子ども食堂）
メール： aoisola.kodomo@gmail.com

公益財団法人ヤマト福祉財団

障がい者福祉助成金

障がいのある方の幸せにつながる事業・活動に対して
助成。福祉事業所に限らずボランティア団体、サーク
ル等、幅広い活動を支援します。
【締切】 11 月 30 日（水）
【1 件あたりの限度額】 100 万円

ベトレヘム学園
ピアノボランティア募集しています

【詳細】https://www.yamato-fukushi.jp/

ベトレヘム学園は清瀬市内にある児童養護施設で
す。ベトレヘム学園の小学生にピアノを教えて下さ
る方を募集しています。ピアノを通じて、子どもと楽し
くコミュニケーションを取っていただける方、ぜひ
応募ください。

works/subsidy-2023.html

助成金情報一覧を掲載しています

■ 日時 週 1 回（曜日、時間はご相談）
■ 場所 ベトレヘム学園（梅園３－１４－２３ ）

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。

■ 内容 小学生へのピアノの指導
楽しく活動いただければ
■ 条件 女性の方

きよせぼらかつニュース１０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
8 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
助 成 金 情 報
☎ ０４２ー４９１ー９０２７
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２２７人
１７人
２７２人
５１６人

