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申込み・問合せ先 地域福祉係　☎ 5457-2200

　区内で福祉活動を進めているグループを対象とします。
（申請内容を審査し、助成の可否を決定）

　社会福祉協議会、ボランティアセンター、区内各出
張所、社会教育館ほか　
　※社協のホームページからもダウンロードできます。

　所定の申請書に記入し、必要書類を社会福祉協議会
窓口に持参してください。
　

　３月15日（水）17時まで
　　★助成金額等詳細についてはお問合せください。

助成対象

申請書配布場所

申込方法

申込期限

歳末たすけあい運動募金活用事業 福祉活動助成のお知らせ

　町会、自治会、民生児童委員、商店会、医師会や企業のご協力と区民の方々
から、温かいお気持ちが届けられました。まことにありがとうございました。
　また、12月11日（日）京王新線幡ヶ谷駅、ＪＲ恵比寿駅において、社会
福祉協議会職員も街頭募金を行いました。今年は、鉢山・広尾中学校の生
徒の皆さんにもご協力をいただき、昨年を上回る金額が集まりました。
　皆さまからお寄せいただいた募金は、渋谷区内で実施される地域福祉推
進事業や生活保護から自立された世帯への支援金として使わせていただき
ます。

おかげさまで 10,607,703円 の募金が寄せられました

　歳末たすけあい運動募金に　　
ご協力いただきありがとうございました
　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　　歳末たすけあい運動募金に　　

ご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございましたご協力いただきありがとうございました

歳末たすけあい運動募金に係わる印刷費、事務費など

　　事務費▶ 966,744 円

9,545,959 円
　渋谷区内で実施される地域福祉の推進に関わる事業の
活動費に充てます。
・やすらぎサービス（住民参加型在宅福祉サービス）
・ふれあい・いきいきサロン（福祉を目的とした住民相互の活動）
・ボランティア活動推進事業　　・移動サービス
・福祉活動助成　など

19 世帯▶　95,000 円

生活保護から就労により自立された世帯への支援金
平成28年12月に支援金をお渡ししました平成29年度  地域福祉活動費に活用します
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利用会員・協力会員 募集

　車いすのまま乗り降りできる車両で、安全・安心な外出をお手伝いします！

対象　区内在住で外出時に移動困難な人
　　　 （身体障害者手帳所持者、要介護・ 要支援認定者）
料金　1 時間あたり1,200円（以降15分ごとに300円）
年度会費   3,000円
時間　8：00 〜 20：00

利用する前に会員登録が必要です。
担当職員がご自宅に伺い、サービスの詳細を説明いたします。

車いすのまま
外出できて、
助かるわ！

暮らしのお手伝い

おでかけ サポート

問合せ先 地域支援係　☎ 5457-2200まずはお気軽にご相談ください

　やすらぎサービスは暮らしのお困りごとをちょこっとお手伝いする活動です。
お手伝いしてほしい方もお手伝いできる方も、まずは会員登録してください。

歳末たすけあい運動募金活用事業

利用会員 募集

対象　区内在住の在宅で
　　　福祉的な支援を必要とする人

料金　１時間あたり 800円
　　　別途協力会員の交通費

年度会費　3,000円

登録方法　
　担当者がご自宅を訪問し、サービス内容を
説明の上、登録をご申請いただきます

利用会員
ちょっと手伝って♪

対象　心身ともに健康な 18歳以上の方
謝礼　1時間あたり800円 別途交通費
年度会費　1,000円
登録方法　説明会（いずれか 1日）にご参加ください
①３月22日（水）
　 　総合ケアコミュニティ・せせらぎ大会議室（西原1-40-10）
②３月28日（火）
　 　渋谷区勤労福祉会館　第4洋室（神南1-19-8）
③4月28日（金）
　 　総合ケアコミュニティ・せせらぎ大会議室（西原1-40-10）

※①〜③全日13：30から（2時間程度、同じ内容）

協力会員
お手伝いします♪

やすらぎサービス

移動サービス

内容　食事の支度、買い物、掃除、洗濯、外出の付添、話し相手
時間　９：00 〜 17：00 の間（祝日・年末年始を除く）

登録時に内容・時間を
お選びいただけます
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申込み・問合せ先 しぶやボランティアセンター　☎ 5790-0505　 FAX 5790-7521

５月14日（日）　10：00～ 15：30
総合ケアコミュニティ・せせらぎ

発表、展示、販売、模擬店、体験交流など内　容

場　所

日　時

　せせらぎまつりは『総合ケアコミュニティ・せせらぎ』を拠点として、地域住民を中心に、多くの
渋谷区民が集い、区内で活動するボランティア、地域団体、NPO、企業等と交流連携して開催する
ことで、ともに支えあう福祉の心を育み、新たな地域コミュニティの構築をめざしています。　

◆しぶやボランティアセンター
　（西原1-40-10 2F）
　月〜金曜日　9：00 〜 19：00
　土曜日　　　9：00 〜 18：00

◆ひがし健康プラザ ボランティア室
　（東3-14-13 B1F）
　月・水・金曜日　13：30 〜 16：30

◆ケアコミュニティ・原宿の丘 ボランティア室
　（神宮前3-12-8 2F）
　月・第１・３金曜日　13：30 〜 16：30

◆ケアステーション笹幡　ボランティア室
　（幡ヶ谷2-21-9 4F）
　月・木曜日　13：30 〜 16：30

◆渋谷区社会福祉協議会
　（宇田川町5-2 神南分庁舎1F）
　月〜金曜日　8：30 〜 17：15

　平成 28 年度の保険期間は、平成 29 年３月 31 日までです。平成 29 年度（４月１日以降）
引き続き活動をされる方は、新年度のボランティア保険の加入手続きをお願いします。
　※新年度分のボランティア保険受付は、３月下旬からです。

ボランティア保険 加入手続きのご案内

受付
場所

第18回 せせらぎまつり

事前準備ボランティア・当日ボランティア募集中！
詳しくはお問い合せください。

ボランティア保険とは
ボランティア活動中の事故に備え、
ボランティアの傷害および他者に
対する賠償責任の保険です。

開所時間
　月曜日〜金曜日
　　９：００〜１９：００
　土曜日
　　９：００〜１８：００http://www.vcshibuya.jp/    E-mail:shibu-vc@u06.itscom.net

しぶや
ボランティアセンターだより
しぶや
ボランティアセンターだより

〒 151―0066　渋谷区西原１―４０―１０　渋谷区総合ケアコミュニティ・せせらぎ２階
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氏　名 住　所 金　額
東京防犯健全協力会 豊島区南大塚 50,000
福祉事業団体　太陽 恵比寿西１丁目 50,000
ゴーイング株式会社　パーラー風羅巴（２件） 笹　塚１丁目 20,000
嵐 　信一 代々木２丁目 10,000
古橋 良宣 港区白金台 100,000
石井 キヨ子（４件） 広　尾１丁目 8,000
渋谷区洋舞連盟 松　濤２丁目 146,732
井上 典子 元代々木町 38,000
遠藤 保美 幡ヶ谷２丁目 50,000
宗教法人　真如苑 広　尾２丁目 1,000,000
大田 龍一 本　町４丁目 10,000
西原地区民生委員会 西　原２丁目 3,720
牧 桜 丘 町 1,400

（敬称略）
氏　名 住　所 金　額

一般社団法人　白菊会 広　尾 3丁目 50,000
匿名（23 件） 398,500

ボランティアセンター活動推進のためのご寄附
ゴーイング株式会社 パーラー風羅巴 笹　塚１丁目 10,000
鈴木　美穂 西　原１丁目 20,000
匿名（１件） 20,180

子ども基金のためのご寄附
株式会社グリンダ 代々木 2丁目 30,000
匿名（１件） 50

平成 28 年度寄附累計額は、89 件　2,718,586 円でした。
みなさまの心温まる善意に感謝申し上げます。

　ご希望の方は社会福祉協議会までご連絡ください。
　作成にあたり、「朗読ボランティアけやき」、「上原点字
の会」の皆様にご協力いただきました。

192
号
の

社
協
だ
よ
り
は
…渋谷区

社会福祉協議会
〒150-0042
渋谷区宇田川町5-2  
渋谷区役所神南分庁舎１階
☎ 03（5457）2757

◆今号掲載分◆【平成28年10月～12月末】事務局受付分は41件1,936,352円、ボランティアセンター受付分は3件
50,180円、子ども基金受付分は2件30,050円でした。

手話通訳者養成講習会手話通訳者養成講習会
平成29年４月末〜平成30年３月の毎週木曜日（祝日を除く）

コース クラス 時　間 場　所 定　員

昼コース
入　　門 9：45 ～　　

　　11：45 総合ケアコミュニティ・
せせらぎ　　　　　　　
（西原1－40－10）

30人（抽選）
応　　用 25人程度

（選考試験）通訳養成

夜コース
入　　門 18：30 ～　　

　　20：30

30人（抽選）
応　　用 25人程度

（選考試験）通訳養成
応用・通訳養成クラス選考試験日　４月９日（日）10：00 ～

区内在住・在勤・在学で 18歳以上の方　　　　　　　無料　※テキスト代のみ自己負担
３月１日（水）〜 15日（水）［必着］
所定の申込書に必要事項を記入の上、返信用封筒（住所・氏名
記入82円切手貼付）を添えて、郵送または持参してください。
〒150-0042  渋谷区宇田川町5-2 社会福祉協議会  地域福祉係
社会福祉協議会、総合ケアコミュニティ・せせらぎ、
ボランティアセンター、区内各出張所、図書館、社会教育館 ほか
社協のホームページからもダウンロードできます。

　聴覚障害者との円滑なコミュニケーション
を促進するため、手話通訳者を養成します。

声の社協だよりができました
案 内 図

お気軽にお立ち寄りください

問合せ先
地域福祉係

☎ 5457-2200

日 程

対 象
申 込 期 間
申 込 方 法

申 込 先

申 込 書 の
配 布 場 所

区内在住・在勤・在学で 18歳以上の方　　　　　　　無料　※テキスト代のみ自己負担区内在住・在勤・在学で 18歳以上の方　　　　　　　無料　※テキスト代のみ自己負担区内在住・在勤・在学で 18歳以上の方　　　　　　　無料　※テキスト代のみ自己負担区内在住・在勤・在学で 18歳以上の方　　　　　　　無料　※テキスト代のみ自己負担受 講 料

場所と時間

ホームページ検索

渋谷区社会福祉協議会 検索




