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【市民伝言板利用案内】
「利用案内」を、市ホームページまたは秘書広報課で配布しています。必
ずご確認ください。問秘書広報課広報広聴係☎042-497-1808

野球・テニス・他球技など
還暦軟式野球

▲

58歳以上で、健康の
ために運動したい方。日毎週水曜日、
11時～13時場市内グラウンド、近隣
のグラウンド費月2,000円問清瀬ナイ
ツ・篠原☎042-492-6253
剣道・柔道・弓道など
清瀬市剣道連盟

▲

日火・水・金曜日
18時～19時、土曜日17時～18時、木
曜日19時～21時、居合道は水曜日18
時～21時場芝小（火・土曜日）、八小（水
・土曜日）、十小（火・金曜日）、五中（木
曜日）、居合道は七小（水曜日）費入会
金3,000円、小・中学生月会費2,000円、
学生年会費3,000円、おとな年会費
5,000円問清瀬市剣道連盟・剣道＝嘉
山☎042-493-6187、居合道＝金田☎
042-491-4333
柔道教室

▲

清瀬市周辺で小・中学生
を対象とした柔道教室です。見学大
歓迎！日毎週火曜日、18時30分～21
時場五中体育館費月2,500円問星野柔
道義塾・豊島☎042-473-4771
弓道初心者教室

▲

弓道は、何歳からで
も始められます。日本の武道に親しん
でみませんか。日10月2日・9日・23
日・27日、11月6日・13日・17日・
27日いずれも9時～12時場下宿地域市
民センター費3,000円（全8回）問清瀬
市弓道連盟・本間☎090-9800-7355
ヨガ・太極拳・健康体操など
カイラーサヨーガ研修会

▲

どなたでも
できるやさしいヨーガです。一度見学
に来てください。日土曜日、10時～
11時30分場中清戸地域市民センター
費月2,000円問カイラーサヨーガ・小
堀☎042-491-1991
健康ヨーガ

▲

ヨーガの体操法と呼吸法
で心身リフレッシュ。初心者・経験者
歓迎。日月3回火曜日、月3回土曜日（10
月新設）いずれも10時～11時30分費入
会金1,000円、会費3か月3,000円場竹
丘地域市民センター問健康ヨーガ・
藤井☎042-493-7405
ヨーガ（野塩ヨーガの会）

▲

ゆったり
としたヨーガ体操で、人生をいきいき
と過ごしませんか？日毎週火曜日、10

時～11時45分、14時～15時45分場野
塩地域市民センター費入会金1,000
円、月3,000円問野塩ヨーガの会・鈴
木☎042-453-1167
楊名時気功太極拳

▲

太極拳と気功でゆ
っくり動き、心身ともにリフレッシュ
しましょう。日毎週土曜日、10時～
11時30分場竹丘地域市民センター
費月3,000円（入会金無料）問楊名時気
功太極拳の会 清瀬宮坂教室・保苅（ほ
かり）☎042-493-0349
健康体操

▲

先生は2人、ストレッチや
リズム体操で健康維持を。見学大歓迎。
日毎週火・木曜日、9時30分～11時
場下宿地域市民センター費入会金
1,000円、月3,000円問清瀬健康体操
クラブ・大井☎042-478-9311
３Ｂ体操（50歳以上の方対象）

▲

用具を
使用し、音楽に合わせて楽しく身体を
動かします。日毎週木曜日、10時20
分～11時45分場中清戸地域市民セン
ター費用具代3,000円（入会時）、月
2,500円問3B体操中清戸・朝田☎042-
493-8018
その他運動
民謡踊り（清瀬おけさ会）

▲

伝統芸能
「佐渡おけさ」を通じて趣味と健康を
促進して親睦を図ります。日毎週金曜
日、13時～16時場中清戸中央老人い
こいの家費月1,000円（入会金無料）
問清 瀬 お け さ 会・ 藤 田 ☎042-491-
5501
清瀬カバディ

▲

日本代表の講師のも
と、大会に向けて練習しています。
日月1～2回金曜日、19時～21時場市
内体育館及び各地域市民センター費入
会金・保険1,000円、1回1,000円問清
瀬カバディ・板倉☎042-492-5503

合唱・コーラスなど
野塩うたごえ

▲

アコーディオンによる
伴奏、曲目豊富、一緒に楽しく歌いま
せんか。日第1日曜日、13時30分～16
時場野塩地域市民センター費500円
問野 塩 う た ご え・ 小 松 ☎042-493-
4880
アヴォンリー童謡の会

▲

童謡生誕100
年の今年は、皆で楽しく歌って次世代
へつなげて行こう！日第3土曜日、14

時～16時場アミューホール費入会金
500円、月会費1,000円問アヴォンリ
ー童謡の会・大本☎070-5028-4349

絵画など
きよせ人物デッサン会

▲

プロのモデル
で人物デッサンをする同好会。入会時
必ずお電話を。日原則として第3日曜
日、13時～17時場竹丘地域市民セン
ター費1回2,000円問きよせ人物デッ
サン会・村井☎042-492-1320
清瀬絵画デッサン会

▲

各自が好きな画
材でプロのモデルを描く楽しい会で
す。裸婦・着衣。日毎週水曜日（第1
・3週固定ポーズ、第2・4週クロッキ
ー）、18時30分～21時場清瀬けやきホ
ール費月3,000円問清瀬絵画デッサン
会・矢島☎090-8859-9676
語学・話し方など
イタリア人によるイタリア語会話

▲

会
話を使って文化歴史を学びイタリア旅
行を楽しみませんか。見学可。日第2
・4水曜日、19時～20時30分場アミュ
ーホール費1回1,500円（入会金なし）
問イタリア語同好会・矢木☎042-491-
8068（夜間19時～21時）
話し方教室

▲

話す事の苦手な方・あが
り症の方、楽しく話せるようになりま
しょう。日木曜コース＝第2・4木曜日、
土曜コース＝第1・3土曜日、いずれ
も13時～15時30分場生涯学習センタ
ー費1回1,000円（入会金なし）問清瀬
話 し 方 教 室Will・ 小 林 ☎042-493-
3461
育てて生かす声の遊び場

▲

脱力声帯と
深い息づかいからの自然ボイスは快感
ボイス。日毎週火曜日、9時～12時
費入会金1,000円、月1,000円場松山
地域市民センター問安定ボイス・香川
☎042-492-6553、☎090-8441-0664
俳句・詩吟など
あすなろ俳句会

▲

日々の生活での貴方
の気づきを、五七五の文字に紡いでみ
ませんか。日第4日曜日、13時～16時
場清瀬けやきホール費月500円（2か月
分1,000円納金）問あすなろ俳句会・
山田☎042-494-1667
文芸倶楽部（吟遊同好会）

▲

詩吟をや

っていた方、もう一度吟じてみません
か。流派問わず。日第1・3水曜日、
14時～16時場松山地域市民センター
費入会金1,000円、月500円問吟遊同
好会・園崎☎080-1165-9586
詩吟

▲

初心者でもすぐ身につきます。
声を出して健康になりましょう。日第
1・2・4水曜日、13時～16時場清瀬け
やきホール費月3,000円（諸経費を含
む）問吟道館流紘風会・須田☎090-
2747-8411

その他
ボーイスカウト清瀬第２団

▲

キャンプ
・野外活動に興味のある子は集まれ。
小学1年生から体験・見学してみよ
う！日月2回～（日曜日）、午前中場児
童センター、円福寺付近他費1,000円
～問ボーイスカウト清瀬第2団・山下
☎090-5332-6120
アフガン編みグループ美浦会

▲

カギ針
と棒針をミックスしたアフガン針を使
って作品を作ります。日第2・4火曜日、
9時30分～11時50分場松山地域市民セ
ンター費月2,000円（入会金なし）
問アフガン編みグループ美浦会・山本
☎042-491-7082
地域通貨「ピース」で会員相互の助け
合い

▲

会員同士で買い物、水やり、枝
きり、電球交換他をします。費年600
円問地域通貨「ピース」・藤岡☎042-
493-6601
花ボランティア・虹の会

▲

清瀬療護園
で週2回花壇の手入れをしています。
ご一緒にどうぞ。日毎週火・金曜日、
13時～16時（休憩1時間）場清瀬療護
園（竹丘三丁目）問花ボランティア・
虹の会・鴫原☎080-6605-3754
坐禅会

▲

初めての方大歓迎。見学体験
はご連絡ください。服装自由。座れる
服装で。日第2・4土曜日、9時～12時
場せせらぎの家費1回200円問酔足坐
禅会・木下☎090-1201-7166
健康麻雀サロン“とまと”

▲

半荘4回で
きます。中級者以上募集。大会や段位
戦を楽しめます。日毎週水曜日、13
時～17時場竹丘老人いこいの家
費月200円問健康麻雀サロン“とまと”
・中島☎080-4133-3330

運動・健康づくり

絵画・語学・写真など

音楽関係など

その他の活動

　昨年はおかげさまで大好評をいただき、想定を大
幅に超える売り上げがありました。今年もぜひ参加
したいと思って応募させていただいたんですが、気
温が高い日は生地の調整などが必要で、少し気をつ
けました。今年のはちみつは、昨年に比べてほんの
少しさわやかだなと感じましたが、配合などは変え
ていません。
　昨年は大反響もあって、11月で販売が終わって
しまったのですが、今年は1年を通してご提供した
いので、ぜひ味わってください。

　昨年は「きよはちMoisture Honey Gel」を出させて
いただいて、使用感がすっきりしているとご好評い
ただきました。今回も、はちみつが持つ機能を生か
せないかと考えた結果、口臭予防や虫歯防止になる
成分に着目し、タブレットの開発に行き着きました。
はちみつをタブレット全体にまぶすことが難しかっ
たのですが、粉状にしたことで解決できました。ゆ
っくり溶かすように食べると、より効果があります。
　容器にもこだわって3種類作ったので、好みのデ
ザインのものをぜひ手にとっていただきたいです。

10月20日㈰に開催予定の「きよせ市民まつり2019」において、今回紹介した特産品を特設ブースで販売します。ぜひ会場にお越しいただき、きよはちを使った商品を手にと
ってください。◆「きよはち入りドレッシングサラダ」はご提供できません。ご了承ください。「きよせはちみつ入りカステラ」は、清瀬商工会ブースでの販売となります。

東 京 清 瀬 市 み つ ば ちプロジェクト

きよはち（市役所産はちみつ）を使った
市内事業者による特産品をご紹介！

はちみつの香りが広がる
ひまわりのようなマドレーヌ

はちみつが持つ“効果”を生かした
タブレットと保湿剤

　昨年に引き続き、市役所産はちみつ「きよはち」を使った新商品開発を募集し、今年度は5事業者からの提案を受けました。特色ある製品はそれぞれど
のようなコンセプトで開発されたのか、お話を伺いました。 問総務課営繕係☎042-497-1841

スイーツガーデンノイ

株式会社ソーシン

ひまわり畑マドレーヌ

きよはちHONEY TABLET
きよはちMoisture Honey Gel

野入 明さん

渡辺 到さん

Interview

Interview

スイーツガーデン ノイ
オーナーシェフ　野入 明氏

株式会社ソーシン代表取締役　渡辺 到氏

　人気商品のマドレーヌに、「きよはち」
を混ぜ込んだ逸品で、昨年に引き続き販
売。はちみつの香りがほんのりと広がり
ます。

　昨年好評を博した保湿剤の他、はちみ
つに含まれる虫歯防止効果に着目したタ
ブレットを開発。おいしさと健康を、一
緒に手軽に手にできます。

　市役所で養蜂事業を行っているのは以前から知っ
ていて、このすごい取り組みにぜひ協力したいと思
っていたんです。商品は、コミュニティプラザひま
わりで行っている「ひまわりマルシェ」に出店いた
だいているパン屋さん（こむ ぴさんり わか）と協力
して作りました。試作品をいろいろと作って、はち
みつの優しい味わいが生きるようにしました。
　おかげさまで製造分が売り切れてしまって、すぐ
には販売できない状況ですが、追加が出来次第ぜひ
味わってみてください。

香ばしく、はちみつの優しい
味わいが魅力のクッキー

清瀬文化スポーツ事業団

清はちクッキー

小川 政之さん

Interview
清瀬文化スポーツ事業団
小川 政之氏

　コミュニティプラザひまわりの「ひまわ
りマルシェ」へ出店するパン屋さんが作る
クッキー。香ばしく軽やかな口ざわりとと
もに、広がるはちみつの味わいが魅力です。

新鮮サラダを引き立たせる手作りドレッシング

西のやかた

きよはち入りドレッシングサラダ

Interview 西のやかた　オーナー 西舘 勝男氏

　サラダにぴったりと合う、きよはち入りの手作りドレッシン
グです。入荷状況によって市内産の野菜も使い、特に清瀬特産
のにんじんとの相性がばっちりと大好評です。

　清瀬商工会よりご案内をいただいて、協力できる
ならと思って参加させていただきました。通常のカ
ステラですと水あめを使っているのですが、そこを

「きよはち」に変更して作ってみました。きよはち
の方が甘さが強かったので、甘くなりすぎないよう
に気をつけました。湿度や温度によって生地の感じ
が変わってくるので、均一の品質になるようにする
調整が難しいですね。
　添加物を使っていない自然で安全なものだけで作
っていますので、ぜひご賞味いただきたいです。

ふんわりしっとりとした
優しい甘さのカステラ

御菓子司　清月

きよせはちみつ
カステラ

小堀孝男さん

Interview
御菓子司 清月　代表　小堀 孝男氏

　ふんわりしっとりとした口当
たりで、甘すぎないカステラは、
一度食べるとやみつきになること間違いありません。冷やしてもおいしく
いただけます。

御菓子司 清月（松山1-13-13）☎042-492-0613

清瀬文化スポーツ事業団（下清戸1-212-4）☎042-495-5100

スイーツガーデン ノイ（元町1-1-17-102）☎042-495-5605

株式会社ソーシン（松山1-13-23）☎042-493-8826

　うちで作っているドレッシングは醤油、酢、オ
リーブオイル、粗

そ
精
せい

糖
とう

で作るんですが、今回のお
話を商工会から伺ったときに、粗精糖をはちみつ
に変えたらいいんじゃないかって、ひらめいたん
です。試してみたら、はちみつのほうが広がりや
深みがあって、お客様からも「おいしい！」と言

っていただけました。
　8種類の野菜は、なるべく清瀬産のものを使っ
ています。ドレッシングはにんじんとの相性が特
に良くて、にんじん嫌いだった人も食べられたそ
うです。夜の時間しかご提供できないのですが、
ぜひ味わってみてください。

西のやかた（野塩1-171-13）☎042-495-4522

第２弾

Topics!

第3回市民ワークショップ
参加者募集
　第3回目の内容は、「公園の使い方やレ
イアウトについて話そう」を予定していま
す。日10月2日㈬午前9時30分～正午場健
康センター申問10月1日までに電話、直接
窓口または市ホームページにある応募フォ
ームから水と緑
の環境課緑と公
園 係 ☎042-497-
2098へ

第2回目の自然
観察会の様子

「kiyose花のある公園プロジェクト」


