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　ハートバレーしぶやでは、渋谷区に住んでいる障害のある方が、会社で働くこと・働き続ける
ことの支援をしています。働くまでは、面接練習や職場実習、パソコン講習会など、就職前に必
要なスキルを身につけるための支援を、働き始めてからは、安心して働き続けられるように雇用・
福祉・教育等の関係機関と連携して、相談や助言、情報提供等を行っています。また、障害のあ
る方を雇用している、これから雇用しようと考えている企業の方の相談に応じています。

　さわやかるーむでは、心に病を抱えた方の悩みや不安を解消
するため、電話や面接で相談をお受けし、渋谷区で安心して生
活できるよう支援しています。
　また、食事会やパソコン教室、健康づくりなど、いろいろな
プログラムを提供しています。センター登録者各々が意見を出
し合い、主体的に活動できるよう支援しています。登録者同士が交流
を深め、同じ障害を抱える方たちの仲間づくりの場となっています。

成年後見制度について、専門家による無料相談会を毎週木曜日実施しています。　 予 約 　☎５４５７－００９９

☆★☆★☆ 社協だよりが新しくなりました ☆★☆★☆

開所時間：月～金	10 時～ 18時　☎ 3462-2513　神南 1-19-8　勤労福祉会館１階　
ハートバレーしぶや　障害者就労支援センター

さわやかるーむ　精神障害者地域生活支援センター
開所時間：火～土	10 時～ 18時　☎ 3299-0100  
代々木 1-20-8　明治神宮北参道口すぐ	

あ な た ら し さ を 応 援 し ま す
～ 障 害 者 支 援 課 職 員 の つ な が る 支 援 ～ 　
　 社協障害者支援課では、障害のある方の持っている力を引出し、自分らし
く、活き活きと生活ができるよう、3つの事業所を運営しています。
　ご本人のありのままを応援し、現在も未来もその人らしさを発揮した生活が
できるよう、日々、仕事に励んでいます。
　悩みや困りごとを抱えている皆様が「相談しよう！そうしよう！」と気楽に
ご相談いただける支援機関を目指しています。お気軽にお問合せください。

Q 登録者の方々に聞きました！
　  さわやかるーむってどんな所？

A ・私の居場所です！
　  ・無くなったら嫌だな
　  ・土曜日もやってくれて助かる
　  ・楽しい所！
　  ・コミュニケーションの
　  　輪が広がる所

働いている方の様子

食事会の様子

 

QR  

　はぁとぴあ相談ステーションは、渋谷区の障害者総合相談窓口として、さまざまな相談に
応じています。ご本人以外でもご家族や支援者の方でも相談出来ます。私たちは、障害のあ
る方が自分の力や支援を受けて、自分らしい生き方を選択できるようサポートし、共に支え
合う地域づくりに取り組んでいます。
　また、身体障害者、知的障害者の方のサービス等利用計画を作成しています。サービス等
利用計画とは、地域で生活していく時に必要となるさまざまな福祉サービスを上手に活用す
るために、担当の相談支援専門員が情報提供や助言をし、本人と話し合って作る計画です。

はぁとぴあ相談ステーション 開所時間：月～金	10時～18時　☎ 5412-0053
神宮前3-18-37　障害者福祉センターはぁとぴあ原宿１階

面接の様子

編集発行 社会福祉法人  渋谷区社会福祉協議会
〒150-0042 渋谷区宇田川町５番２号
☎ 5457-2757（総務課）　FAX 3476-4904　http://www.shibuyashakyo.or.jp/
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平成29年度寄附累計額は、144 件 4,767,913 円でした。
みなさまの心温まる善意に感謝申し上げます。

◆今号掲載分◆【H29.10月～12月末】
社会福祉事業のためのご寄附（敬称略）

氏　　名 住　　所 金　　額
宗教法人　真如苑 広尾２丁目 1,000,000 
石井　キヨ子（５件） 広尾 1 丁目 10,000 
福祉事業団体　太陽
代表　きくち としお 恵比寿西 1 丁目 50,000 

東京防犯健全協力会 豊島区南大塚 50,000 
富ヶ谷 2 丁目町会 富ヶ谷 14,000 
及川　夏穂（街の声）
※３，９０４円×７件 東 3 丁目 27,328 

及川　夏穂
（십일월   Topaz） 東 3 丁目 3,904 

及川　夏穂
（십이월  Turquoise） 東 3 丁目 3,904 

大田　龍一 本町４丁目 10,000 
上原地区民生児童委員協議会 3,000 
渋谷浴場組合
支部長　山田　昌之 恵比寿３丁目 10,000 

嵐　信一 代々木 1 丁目 10,000 
広尾町会 広尾５丁目 10,000 
匿名（14 件） 90,000 

ボランティア活動推進事業のためのご寄附 （敬称略）
氏　　名 住　　所 金　　額

鈴木　美穂 西原 1 丁目 20,000
ゴーイング株式会社
パーラー風羅巴 笹塚 1 丁目 10,000
渋谷スポーツサポーター（24 人） 12,000
匿名（2 件） 12,000
子ども基金のためのご寄附（敬称略）

氏　　名 住　　所 金　　額
中村　義巳 広尾 2 丁目 1,000,000 
渋谷麻雀同好会
代表　岡山　康行 渋谷 1 丁目 78,042 
宮崎　ひろ子 松濤 2 丁目 140,197 
一般社団法人　白菊会 広尾 3 丁目 50,000 
クラウドファンディング（34 件） 400,000 
匿名（５件） 21,589 

 ・社会福祉事業 : 62件 1,746,876円
 ・ボランティア活動推進事業 : 36件 198,099円
 ・子 ど も 基 金  : 50件 2,822,938円

種 別

　町会、自治会、民生児童委員、商店会や各企業のご協力と区民の方々
より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１０日（日）JR 恵比寿駅、代々木駅、京王井の頭線渋
谷駅、渋谷駅西口周辺において、松濤、鉢山、広尾中学校の生徒の皆さん、
ボーイスカウト、ガールスカウト、福祉活動助成を受けている団体、個
人の方、社会福祉協議会の職員で街頭募金活動を実施しました。

　昨年 10 月に建物の解体工事が
終わり、2 月末現在は地下２階ま
で掘削工事を進めています。
　建替え工事の進捗状況につい
ては、ホームページでも随時お
知らせします。

景丘の家
建替えの進捗状況

歳末たすけあい運動募金活動ご協力ありがとうございました。
おかげさまで、10,270,874 円の募金が寄せられました。

  ～渋谷区こどもテーブル100カ所開設プロジェクト～

クラウドファンディング寄附金のご報告
　平成29年7月12日～9月28日の間で、クラウドファンディングによる寄附金の募集を行い、
総額	400,000円のご支援をいただきました。

氏　　名 住　　所 金　　額
天野　潤平 新宿区大京町 1,000
A.Y 代々木５丁目 1,000
家入　一真 渋谷２丁目 10,000
井口　恭子 代々木４丁目 10,000
恵比寿新聞 恵比寿４丁目 10,000
小倉　俊彦 広尾４丁目 1,000
筧　大日朗 世田谷区弦巻 5,000
木村　望美 西原２丁目 10,000
黒澤　恒太 初台１丁目 10,000
K.N 杉並区 5,000
渋谷区工業協会連合会 渋谷１丁目 20,000

氏　　名 住　　所 金　　額
S.K 渋谷区 5,000
須田　誠子 代々木５丁目 10,000
S.K 杉並区荻窪 5,000
田部　美樹 笹塚１丁目 5,000
為我井　衛 初台１丁目 100,000
内藤　賢司 上原１丁目 10,000
西川　博志 東１丁目 5,000
野村　恭彦 渋谷３丁目 10,000
パティスリー K‘s 三鷹市上連雀 3,000
細井　咲子 幡ヶ谷３丁目 3,000
前田　塁 神山町 1,000

氏　　名 住　　所 金　　額
松井　由信 府中市押立町 5,000
村直工業 ( 株 ) 恵比寿南３丁目 10,000
Morishita toshinori 幡ヶ谷２丁目 5,000
森下　利江 幡ヶ谷２丁目 5,000
森　清一 代々木５丁目 100,000
やはぎ特許事務所
矢作　徹夫 代々木１丁目 5,000

山中 ファンキー 直子 渋谷２丁目 1,000
吉田　直子 世田谷区松原 10,000
匿名 (4 件 ) 19,000

（敬称略）

渋谷区手話通訳者養成講習会事業のご紹介
将来渋谷区で手話通訳者として活躍していただくことを目的に実施しています。
平成３年４月からスタートし、３，２００名以上の受講生を輩出している人気の講習会です。

　ある木曜日のケアコミュニティ・せせらぎ。手
話講習会会場に着くと、講師、助手、受講生２０
名で講習会が始まっていました。講師が手話で
指導をし、助手が解説をします。その他、ビデオ
による手話学習や聴覚障害者との交流の講習な
ど、多彩なプログラムがあります。
　受講生に志望動機を聞くと、「地域の集まりで、

手話で会話している方を見かけて手話に興味を
もった」、「手話を生かして仕事がしたい」、「子ど
もが手を離れたので、社会の役にたつことがした
い」などいろいろです。
　講習会のクラスは、入門、応用、通訳養成と３
クラスあり全クラス受講すると３年間かかるので
すが、３年間、全４３回、２時間の講習を一度も

休まずに参加される方も毎年いらっしゃいます。
休まず参加する秘訣をおうかがいすると、「雨の
日でも晴れの日でも行く！」、「クラスのみんなに
会えることが手話学習のモチベーションにつなが
る」とのことでした。皆さんそれぞれ仕事や学校
など忙しい時間の中、臨まれていることで「達成
感」や「自信」へとつながっているようです。　

問合せ先：地域福祉係　☎ 5457-2200

　私は、手話講習会の立ち上げの平成３年
から約２７年間、この講習会に携わってい
ます。毎年、たくさんの方が参加されてい
る講習会ですが、運営をしていて一番嬉し
かった出来事、やっていてよかったなと思
うことは、自分が教えた受講生と街で再会
し会話が出来たことです。受講当初は手話
でのコミュニケーションが難しく大変だな
と思うこともありましたが、今ではこのよ
うに手話でコミュニケーションが出来るこ

とを嬉しく思っています。
　渋谷区の手話講習会は手話の学習だけではなく、野外交流会、
クラス別発表会、ろう者との交流など、楽しみながら手話を習得
出来ます。2020 年に東京で開催されるオリンピック・パラリン
ピックに向けて、もっとたくさんの方々が講習会に参加し、手話
を学んでほしいと思っています。手話に少しでも関心がある方は、
是非、講習会に申し込んでみてください。皆さんと手話でコミュ
ニケーション出来ることを楽しみにしています。

渋谷区手話講習会
運営委員長
越川　重夫	さん

５
月　

開
講
式

３
月　

修
了
式

全４３回、手
話習得の学習
をします。

授業

7月～ 11 月
ろう者との交流
（聴障交流）の授業

10 月　野外交流会
手話を使ったゲーム
等で親睦を深めます。

12 月　クラス別発表会
講習で学んだことを手話で
発表、クラスごとに出し物
　を考えます。

手話講習会の
１年

ホームページがリニューアル！
　１１月２０日より、社協のホームページをリニューアルしまし
た。今後も、より見やすく、よりわかりやすく、「事業の見える化」
を目指してまいります。

フェイスブックを活
用した活動の報告や、
その日に行われる事
業が一目でわかるイ
ベントカレンダーを
取り入れました。

 

QR  

所在地：恵比寿 4-5-15

地域の子育てサポートをしませんか？ 子どもが好きな方は、ファミリー・サポート・センターへ！　☎５４５７－０２２１各こどもテーブル団体の活動日は、ホームページをご覧ください。　 渋谷区こどもテーブル 　 検 索
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　2000 年からスタートしたせせらぎファンイン。当初は中高生の居場所づくり
がきっかけでした。学校が週 5 日授業になり、地域に居場所をという考えが出始
めた時期でもあります。いつ来てもいつ帰っても良い場所。その時代のニーズに
合わせて形を変えることができる。それがせせらぎファンインの活動です。
　子ども心に戻り、一緒に元気に活動しませんか？

基本的な活動

①冒険遊び場（外遊び）での見守り。子どもの遊びを知り、危険！！と止めるの
ではなくゆっくりと見守る活動をしています。
②ずっとも食堂（こどもテーブル）での食材の搬入、調理、居場所づくりです。

【活動場所】	 ①スポーツセンター子ども広場
	 ②総合ケアコミュニティ・せせらぎ　調理室

【活  動  日】	 ①毎週日曜日　10：00～ 17：00
	 ②第３木曜日　14：00～ 20：00

　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。

声のニュースレターもあります

NHK

ホテルUNIZOホテルUNIZO
東急ハンズ東急ハンズ

渋谷公会堂
（建設中）
渋谷公会堂
（建設中）

渋谷
区役所
（建設中）

MODIMODI

神南一丁目

渋谷
区役所前

渋谷ホームズ

丸井

神南小神南小
東武ホテル東武ホテル

勤労福祉会館勤労福祉会館
西武
A館
西武
A館

西武
B館

渋谷駅

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

　お気軽に
お立ち寄りください 196

号
の

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
は
…

 問合せ先 しぶやボランティアセンター ☎ 5790-0505　FAX 5790-7521
 http://www.vcshibuya.jp/    E-mail:shibu-vc@u06.itscom.net

しぶやボランティアセンターからのお知らせ
開所時間
月曜日～金曜日
　９：００～１９：００
土曜日
　９：００～１８：００

ボランティアグループ紹介
第２弾！

ボランティアセンターに登録し、活動して
いるボランティアグループを紹介します。

ずっ
とも食堂の様子

せせ
らぎ

冒険遊び場の様子

　私の子ども
の友達が、お
金を持ち、ひ
とりで夕食を
買いに行ったり、夕食を家に食べにく
る様子を見ていて何か支援したいとい
う気持ちになりました。

　せせらぎファンイン子 ど も の
居場所づくり

　大層な事だと思わなくていいで
す。家族のご飯を丁寧にだしから
とって作っているって感じです。
　私自身も料理は正直得意ではあ
りません。ただ、生活の中で“食
べる”ことは切っても切れない縁
なので、修行だと思っています。
　ずっと続ける、ではなく、気軽
にご参加ください。

第19回せせらぎまつり開催決定！！　平成30年5月13日（日）10：00～15：30　総合ケアコミュニティ・せせらぎ

せせ
らぎまつりの様子

大人気
パン作り

12月の食事

　子ども達が楽しみに食べ
に来てくれる姿を見るのが
嬉しいです。また「おいしい」
と言ってもらえるのも嬉し
いです。
　そして、先輩ママと話をし
て学ぶことがあり、新たな見
方があるのだと自身の視野
も広がり刺激もあります。

楽しい事・
続ける秘訣は？ これからボランティア

する人へ一言

メンバーに聞きました 冨樫さん&
　　田中さん

始めたきっかけは？


