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新型コロナウイルス感染予防のため、各事業等、延期もしくは中止の場合があります。併せてホームページをご確認ください。

こどもテーブル活動助成申請受付中！
 「渋谷区こどもテーブル活動」は、食事の提供や学習支援などにより、「地域の力」で子どもたちを育ててい
く活動です。区内の施設やカフェなどの店舗で、子ども食堂を実施したり、ご自宅を子どもの居場所として開
放するなど、さまざまな形で活動しています。そうした活動に対して、助成や支援を行っています。

子ども食堂活動子ども食堂活動
大人と子どもが一緒にテーブルを囲み、食事などを
提供する活動です。

子 ど も 食 堂 活 動 助 成

年額 100,000円（上限）

居場所づくり・学習支援活動居場所づくり・学習支援活動
学習支援や昔遊び（ベーゴマ、けん玉など）、工作
などを行う活動です。

居場所づくり・学習支援助成

年額 50,000円（上限）

問合せ先 子ども支援課　こどもテーブル係　☎ 5457-0221

9月30日（水）
まで

新型コロナウィルス感染症の影響による特例貸付について

問合せ先 地域福祉課　地域福祉係　☎ 5457-2200

景丘の家こども食堂

76団体活動中！
（令和２年・8 月末）

※月2回以上開催する、参加費を無料とする場合など、限度額の上限が変更（増額）となります。
※10月以降に活動を開始する場合の助成額は、食堂・居場所
　活動共に半額となります。
　いずれも詳細は、お問い合わせください。

申請書配布場所
・ホームページ　
・渋谷区役所２階
 （23番窓口）

　新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減収があった世帯の方へ、貸付を行っています（無利子・保証人
不要）。感染予防の観点から、完全予約制での窓口申請または郵送による申請となります。まずはお電話ください。

※その他の要件や必要書類などについてはお問い合わせください。
9月30日（水）必着

●緊急小口資金（特例貸付）…… 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の
 貸付を行います。（据置期間：１年以内、償還期限２年以内）
●総合支援資金（特例貸付）…… 生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
 （据置期間：１年以内、償還期限10年以内）

◀渋谷区こどもテーブル
　ホームページ
　QRコード

編集発行 社会福祉法人  渋谷区社会福祉協議会
〒 150ー8010 渋谷区宇田川町１番１号　渋谷区役所庁舎
☎ 03ー5457ー2757（総務課）FAX 03ー3477ー2525		http://www.shibuyashakyo.or.jp/

No.205
令和２年９月１日発行

つながる●しぶやSS
渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター

渋谷社協�より205号.indd   1渋谷社協�より205号.indd   1 2020/08/13   9:572020/08/13   9:57



2

渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやSS

昨年度の講座の様子

問合せ先 総務課　☎ 5457ー2757

　社協では、会費を財源に、地域の皆さまと協力しながら、安心して暮らせる
まちづくりを進めています。会員として支えてくださる方を募集しています。
申込方法   

　お近くの民生児童委員または社協窓口（総務課、総合ケアコミュニティ・せせらぎ）
で申込受付をしております。郵便払込をご希望の方は、専用の払込用紙をご用意して
おります。

会費（年額一口）
個 人 会 員 1,000 円
団 体 会 員 1,000 円
特別賛助会員 5,000 円以上

会費（年額一口）

会費は税制優遇措置
が受けられます！

毎年大人気の講座です！！
 「聞く」と「聴く」の違いや、実際の場面を想定した「聴き方」の実践練習
（ロールプレイ）、施設体験などを行います。日ごろお話をする機会の少な
い方の思いや気持ちに耳を傾け、共感し、相手の気持ちに寄り添い、支え合
いの活動の第一歩を始めてみませんか。

日 時   　講座：９月30日、10月７日、14日、28日	全て水曜日（４回）14時～16時30分
　　　　　　　体験：10月15日（木）～27日（火）までの間で１回予定

場 所   　地域交流センター大向　区民交流室（松濤１－２６－６　大向区民施設内）

講 師   　特定非営利活動法人 P. L . A

対 象   　区内在住、在勤、在学でボランティア活動に関心があり
　　　　　　  全５回の講座と施設体験に出席できる方

定 員   　20 名（申込先着順）　　 費 用   　2,000 円

申込方法   　９月14日（月）より
しぶやボランティアセンター窓口または電話にてお申込みください。

（渋谷区役所庁舎２階）　　※土・日・祝日休み　９時～ 17 時

問合せ先 しぶやボランティアセンター　☎ 5457-2200

受講者の感想受講者の感想

受講後の活動受講後の活動

ボランティアボランティア
センターではセンターでは

傾聴とは相手の気持ち
に寄り添うことが大切
だと分かりました。

講師の方が落ち着い
た口調で、ご講義い
ただき、要点が分か
りやすかったです。

傾聴の意義について、
理解することが出来
ました。

しぶやボランティアセンターからのおしぶやボランティアセンターからのお知知らせらせ

傾聴ボランティア講座（全5回） 受講者募集

令和２年度 社会福祉協議会会員募集
～入会にご協力ください～

・受講後に、傾聴ボランティア活
動を希望する方と、区内の高齢
者施設とのコーディネート（活
動の調整）を行っています。

・受講生同士でボランティアグルー
プを結成し、高齢者施設にて活
動をしています。

・お互いのスキルアップ（傾聴技
術向上）をするため勉強会の計
画をしています。

14時～16時30分

昨年度講座受講生昨年度講座受講生

満足度 100％満足度 100％
（アンケート集計より）
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　令和元年度の事業報告と決算が、６月の理事会、評議
員会の書面決議にて、承認されました。
　主な事業実績は次のとおりです。

（１）こどもテーブル事業の拡充
 「こどもテーブル」活動の拡充を図るため、活動団体
に対して、子ども基金を活用した助成を行ったほか、専
用ホームページで活動内容を紹介するなどの支援を行い
ました。
（２）景丘の家　運営・管理の充実
　平成29年度から建替え工事を進めてきた「景丘の
家」を平成31年３月10日に開設し、こどもテーブル事
業の中心施設として、また、幅広い世代が集い、交流す
る場として運営を開始しました。
（３）障がい者基幹相談支援センターの運営
  平成31年１月に、「障がい者基幹相談支援センター」
を開設し、総合的な相談対応を行ったほか、区内の相談
支援事業所をサポートするなど、障がいのある人やその
家族に対する相談支援体制の充実を図りました。

　決算についてはホームページをご覧ください。

令和元年度 事業報告及び決算

　身近な区民同士の支えあいの観点から、後見人として活動を行う社会貢献型後見人（市民後見人）が地域で活躍し
ています。成年後見支援センターでは、社会貢献に意欲のある区民の方を対象として、養成基礎研修を実施します。

実 施 日 	 10月８日、15日、22日、29日、11月12日、26日、12月３日、10日、24日		全て木曜日	（全９回17科目）
場 所  美竹の丘・しぶや２階会議室A（渋谷区渋谷１－１８－９）
内 容  成年後見制度の基礎、社会貢献型後見人の役割・業務
対 象 	 ・区内在住で、25歳以上65歳未満（令和２年４月１日現在）の方

 ・基礎研修の全日程に参加できる方
 ・社会貢献に意欲をもち、地域福祉に理解があり、心身ともに健康な方
 ・研修修了後、生活支援員として実習活動ができる方

申込方法 	 ９月４日（金）～18日（金）
	 成年後見支援センター窓口または郵送にてお申し込みください。（渋谷区役所庁舎５階）

  ※８月1日からホームページで申込書類をダウンロードできます。窓口でも配布します。
  ※研修の実施時間については、募集要領をご確認ください。

社会貢献型後見人養成基礎研修（市民後見人）

問合せ先　成年後見支援センター　☎ 5457-0099

精神保健福祉ボランティア講座
（全３回）

申し込み・問合せ先
渋谷区精神障害者地域生活支援センター

☎3299-0317  または  ☎3299-0100

　精神保健福祉ボランティア活動に関心のある方を対
象に、精神保健福祉についての理解と体験実習を行いま
す。（第１回～第３回の講座、施設見学・体験実習のすべ
てに参加できる方のみ応募可）

日 時
第１回　10月１日（木）　14時～16時30分
　精神障がいについての理解と対応、実習オリエンテーション
第２回　10月２日（金）～11月４日（水）までのうち１日
　ボランティア実習
第３回　11月５日（木）　14時～16時30分
　体験ふりかえり、今後のボランティア活動について
※第２回の日程は１回目に参加者が希望施設と調整  

場 所 　美竹の丘・しぶや２階会議室A（渋谷1-18-9）
※第２回の会場はボランティア体験する施設ごとに異なります。

定 員 　10名
 （申込多数の場合抽選）

費 用 　300円
　　　　（ボランティア保険料）

昨年の様子

活
動
者
の
声

オンラインでの受講となる場合も、  
 ありますので、ご了承ください。

　新型コロナウイルス感染症で、被後見人の施設も２月末から面会が叶いませんでした。その間、電話
でご様子を伺い、先日3か月半ぶりにお会いできました。
　覚えていて下さるか、少し不安でしたが顔を見て名前を呼んでくださいました。家族ではないけれど
身近な一人になれているのかなと思い、今後も穏やかに過ごしていただけるように尽力したいです。
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　ご希望の方は社協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声のニュースレターもありますNHK

東急ハンズ東急ハンズ東急ハンズ

渋谷区役所庁舎渋谷区役所庁舎渋谷区役所庁舎

LINE CUBE
SHIBUYA
LINE CUBE
SHIBUYA
LINE CUBE
SHIBUYA

MODIMODIMODI

丸井丸井丸井
神南一丁目

渋谷
区役所前

渋谷ホームズ

東武ホテル東武ホテル東武ホテル 勤労福祉会館勤労福祉会館勤労福祉会館

西武
A館
西武
A館
西武
A館

西武
B館
西武
B館
西武
B館

渋
谷
駅

ホテルUNIZOホテルUNIZOホテルUNIZO

神南小神南小神南小

渋谷区社会福祉協議会
〒 150 ー 8010
渋谷区宇田川町1 ー 1
渋谷区役所庁舎
2 階・5 階
☎ 03 ー 5457 ー 2757

　お気軽に　お気軽に
お立ち寄りくださいお立ち寄りください 205

号
の

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
は
…

Instagramも更新しています。ぜひご覧ください！　@shibuyashakyo_chiki

みなさまの心温まる善意に感謝申し上げます。【R2.1月～6月末】

ご寄附いただきました
3X3 プロバスケットボールチーム 「TOKYO DIME」の
選手の皆さんが訪問してくださいました！！

　６月26日（金）、渋谷区を拠点として活躍され
ている「TOKYO DIME」の選手の皆様が訪問して
くださいました。
　新型コロナの影響で様々活動が中止となってい
る中、渋谷区宇田川町「DIME GREEN SDGs  in 
渋谷センター街」で行われたイベントの売り上げ
の一部及び募金をご寄附いただきました。社協事
業活動に活用させていただきます。
　更なるご活躍を心よりお祈り申し上げます。鈴木慶太選手・内藤千世子会長・岡田優介選手・小池真理子選手

社会福祉事業のためのご寄附（敬称略）
氏　　名 住　　所 金   額

奈る実 円山町 15,419 
代々木 1 丁目町会 代々木１丁目 5,000 
宗教法人 日本キリスト教団
広尾教会

広尾２丁目 10,000 

初台町会 初台２丁目 67,950 
浴場組合渋谷支部
支部長　山田昌之

恵比寿３丁目 10,000

第 41 回幡ヶ谷社会教育館文化祭
渋谷住宅デー実行委員会

幡ヶ谷２丁目

29,000 
文化祭実行委員会 75,072 
秋桜の会 2,000 
手編み友の会 5,000 
株式会社 渋谷サービス
公社

3,675 

かたらい 本町５丁目 5,000 
田中　滋 代々木５丁目 10,000 
藤岡　陽一 国立市 10,000 
渋谷桜丘町会婦人部 桜丘町 4,862 
山後　章子 本町１丁目 9,000 
TOKYO　DIME 渋谷２丁目 103,847 
大庭　諭 初台２丁目 20,000 

氏　　名 住　　所 金   額
及川夏穂（街の声）　
※ 3,904 円× 8 件

東３丁目

31,232 

及川夏穂 일월 Garnet 3,904 
及川夏穂 이월 Amethyst 3,904 
及川夏穂 삼월 Aquamarine 3,904 
石井キヨ子（９件） 広尾１丁目 34,000 
匿名（２０件） 122,900 
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
嵯峨野　新次 本町１丁目 10,000
匿名（１件） 20,000
子ども基金のためのご寄附 （敬称略）

氏　　名 住　　所 金   額
公益社団法人 全日本不動産
協会東京都本部渋谷支部
支部長　清水修司

代々木１丁目 300,000 

首都圏建設産業ユニオン
城南支部

品川区
西五反田

40,729 

株式会社 アース・イン
ターナショナル
代表取締役　湯谷　孝徳

富ヶ谷１丁目 10,000 

西原りとるぱんぷきんず
2019 年度卒園児一同

西原２丁目 3,009 

氏　　名 住　　所 金   額
豊田　真紀子 千駄ヶ谷４丁目 30,000 
クルス　マイコ 3,000 
宮内　正志 元代々木町 100,000 
有限会社 コト商事
代表取締役　鈴木　代美

元代々木町 100,000 

シカオ（５件） 15,000 
匿名（６件） 1,071,579 
物品寄附 （敬称略）

氏　　名 物品名
株式会社 運動会屋 インド医療用マスク
宗教法人 真如苑 菓子
株式会社 大塚製薬 飲料水（ボディメンテ）
株式会社 ウィライツ 菓子
株式会社 ジェイロック 菓子
ヤクルト ヤクルト
秋田県大館市観光協会 菓子
肺炎総合対策推進国民運
動事業

「知って、肝炎プロジェクト」

マスク

東京善意銀行 高濃度エタノール
匿名（１件） 米、お弁当

※物品寄附は、高齢者福祉施設、こどもテーブル活
動団体等に配布し、活用させていただきました。

令和元年度寄附総額は、184件 20,653,634円でした。
・社会福祉事業 : 135件 18,548,235円
・ボランティア活動推進事業 :  9件 44,990円
・子 ど も 基 金 : 40件 2,060,409円

種別
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