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法定後見制度
すでに判断能力が低下している方に対して

後見人が支援を行う制度です

家族が心配

任意後見制度
まだしっかりしている段階で将来サポートして
くれる後見人をあらかじめ決めておく制度です

自分の将来が心配

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。

・準備や手続きはどうすればいいの？
・費用はいくらくらいかかるの？
・頼れる人がいないけど紹介してもらえるの？

問合せ先　成年後見支援センター（渋谷区役所庁舎５階）　☎ 03ー5457ー0099

成年後見制度について
今から考えてみませんか？

成年後見制度は、認知症や障がい等の理由により、判断能力が十分でない方が不利益にならないように、
生活面や手続きなどの支援を行う法律の制度です。

渋谷区成年後見支援センターに相談してみませんか？

─ 専門職による無料相談会を実施しています ─
※相談員は弁護士または司法書士です。

対象：区内在住の制度利用が必要な本人、またはその親族など
【開催日時】毎週木曜日（祝日は除く）
　① 14 時 ～ 14 時 50 分　② 15 時～ 15 時 50 分
　※ ZOOM による相談も可能です　（相談時間 50 分）

【事前予約制】ご予約は、下記問合せ先まで
　受付時間：月曜～金曜日（祝日、年末年始を除く）８時 30 分～ 17 時

渋谷区成年後見支援センターからのお知らせ

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/
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　①	11 月 23日（火・祝）	11 時～ 12時　オンライン（Zoom）
　②	11 月 24日（水）　　	14 時～ 15時　ひがし健康プラザボランティア室
　③	11 月 25日（木）　　	14 時～ 15時　ケアステーション笹幡ボランティア室
　④	11 月 26日（金）　　	14 時～ 15時　総合ケアコミュニティ・せせらぎボランティア室
　⑤	11 月 29日（月）　　	14 時～ 15時　ケアコミュニティ・原宿の丘ボランティア室

　・ボランティア活動に関心のある人
　・地域の中で新しい関わりを見つけたい人

　①	30 名、②～⑤各回５名　※すべて先着順

11月18日（木）締切
電話・メールにて
名前・電話番号・希望参加日をお伝えください。
しぶやボランティアセンター
TEL:03-5457-2200
メール：vc-shibuya@tokyo.email.ne.jp

渋谷区ファミリー・サポート・センター
　「ボランティア活動を始めてみたいけどどうしたらいいの？」「どんなボランティア活動があるの？」ボラン
ティアに関するご質問にボランティアセンターのスタッフがお答えし、活動の紹介や活動時に気をつけたい事
などをご説明します。今年は、オンラインとボランティア室で開催します！この秋、何か活動を始めたい方の
ご参加をお待ちしております。

　地域でのボランティア活動推進のため、区内４ヵ所
にボランティア室があります。ボランティアアドバイ
ザーがボランティアの相談、登録やボランティア保険
の受付を行っています。お気軽にお立ち寄りください。

ボランティアオリエンテーションウィーク

ボランティア室紹介
オリエンテーションに申し込みできなかった・・・
方にも朗報！！！
ボランティア室でも相談ができます！

開室時間は全て、
13時 30分～ 16時 30分

ケアステーション
笹幡ボランティア室
（幡ヶ谷 2-21-9）　開室日：木曜日

総合ケアコミュニティ・せせらぎ
ボランティア室
（西原 1-40-10）　開室日：火・金曜日

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）　開室日：月曜日

ひがし健康プラザ
ボランティア室
（東 3-14-13）　開室日：月・水曜日

※新型コロナウイルス感染予防・拡大防止のため、
　開室日時を変更することがあります。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によってはオンライン以外の日程が中止となる可能性があります。予め、ご了承ください。

※ 場所の詳細につきましては、下記「ボランティア室紹介」をご覧ください。日時・場所

対 象

定 員

無料
参加費

申込み

▲メール申込み用 URL

地域みんなで子育てをサポート

　地域の中で子育ての援助を受けたい人（ファミリー会員）と子育ての援助を行いたい人（サポート会員）が、「困っ
たときはお互いさま」という考えに基づき、身近な地域の子育ての相互援助を行う会員制の支え合い事業です。

　渋谷区ファミリー・サポート・センターでは、年４回、サポート会員登録講習会で普通救命講習を
開催しています。
　このたび、日頃の救命講習の積極的な受講と応急救護技術の普及に大きく貢献したとして、
９月９日＜救急の日＞に東京消防庁渋谷消防署より感謝状をいただきました。

ファミリー会員：	渋谷区内在住で生後 6ヶ月～小学校 3年生までの子どもを育てている方
サポート会員：	20 歳以上で心身ともに健康で、子育て経験（子育てのボランティア経験を含む）のある方、

または保育士・幼稚園教諭の資格を有している方。

▶ファミリー・サポート・センターとは？

※サポート活動は、相互の信頼のもと「ファミリー会員」と「サポート会員」の間で契約を結びます。（準委任契約）

サポート会員大募集！！サポート会員大募集！！
一緒に地域のサポートをしてくださる方を募集しています。
保育施設の送迎や自宅での預かりなど、できる事をできる時間から始めてみませんか？
◦登録講習会は、年4回開催しています。
◦次回の講習会開催は令和4年2月9日（水）、2月17日（木）、2月18日（金）を予定しております！

※ファミリー会員も随時募集しています。

登録までの流れ

謝礼金（1時間単価）

電話による問合せ（事業説明の予約） ⇒ 事業説明 ⇒ 登録講習会受講 ⇒ 登録完了

平 日： 800円
土・日・祝日： 1,000円

【興味をお持ちの方はこちらへ】
渋谷区ファミリー・サポート・センター

☎03－5457－0221

救急業務協力者感謝状救急業務協力者感謝状をいただきました！をいただきました！

しぶやボランティアセンターからのお知らせ
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　　　　　　　　　  受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内
申込対象要件   区内在住で次のすべてに該当する方

・世帯の生計中心者（20歳以上）であること
・生計中心者および要支援者は都内に引き続き1年以上在住（住民

登録）していること
・世帯収入（父母等養育者の合算額）の総収入または所得が一定基

準以下であること
・世帯員の預貯金等資産の保有額が600万円以下であること
・土地・建物を所有していないこと（現在居住している場合は除く）
　※不動産所得があると対象とならない場合がございます。
・生活保護受給世帯の世帯主または構成員ではないこと
・暴力団員が属する世帯の構成員ではないこと

※その他の要件や必要書類がありますので、
　まずはご相談ください。

歳末たすけあい運動募金は
税制上の優遇措置が受けられます。

　この優遇措置を受けるためには、当会が発行し
た領収書を添付して確定申告する必要があります。
領収書が必要な方は、お問合せください
※詳しくは６ページをご覧ください。

　歳末たすけあい運動は、渋谷区の誰もが地域で安心して生活できるよう、皆さまのあたたかいご理解とご協力を
得て、社協が実施している活動です。
　毎年、町会連合会や民生児童委員の方々、区内商店街や企業、地域住民の皆さまにご協力をいただいています。
　お寄せいただいた募金は、高齢の方や障がいのある方への日常支援や、地域で活動する団体への助成、要援護者
への支援などに活用させていただいております。
　今年度も昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染対策を行った上、感染状況を見ながら実施いたします。

＊＊＊＊＊＊  歳末たすけあい運動ってなに？歳末たすけあい運動ってなに？  ＊＊＊＊＊＊

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。

第１位　高齢者、障がい児・者への日常生活支援

67％ 要介護１以上の方や障がいのある方、
難病等の方への紙おむつの購入費を助成

第２位　地域福祉活動への支援
　　　　　　　（こどもテーブル、ふれあい・いきいきサロン、

28％ 福祉活動団体への助成、やすらぎサービス、移動サービス）

活動を継続するための運営費等の助成や、
福祉サービスを充実させるための費用に活用

第３位　要援護者への支援

５％
衣料品や生活必需品を購入するための援護金、就労・帰郷
のための交通費を支給、生活保護廃止世帯への支援

使いみちの割合
（令和元年度募金分）

88８万４９４１円

歳末たすけあい運動募金を活用しています！歳末たすけあい運動募金を活用しています！
こどもテーブル事業こどもテーブル事業

渋谷区 

こ こどもテーブルこどもテーブル
KODOMO TABLE

問合せ先 子ども支援課　こどもテーブル係　☎03ー5457ー0221 
   kodomo-shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp

紙おむつは毎日使う物
なので、本当に助かっ
ています。

（紙おむつ助成制度利用者）

コロナ禍でも、地域で
できることを考えて仲
間と活動できました。

（サロン運営者）

問合せ先　地域福祉係　☎ 03ー5457ー2200

問合せ先　地域福祉係　☎ 03ー5457ー2200

今 年 も 始 ま り ま す ！ 歳 末 た す け あ い 運 動今 年 も 始 ま り ま す ！ 歳 末 た す け あ い 運 動
～コロナ禍だからこそ、募金でつながる～　ご協力お願いします！～コロナ禍だからこそ、募金でつながる～　ご協力お願いします！ 運動期間：12月1日 ～ 12月31日

赤い羽根データベース「はねっと」にて募金の使い道をご覧になれます。　 はねっと 検索

日にち 時　間 場　　所

12月６日（月）

午　前

地域交流センター恵比寿

12月７日（火） 地域交流センター大　向

12月８日（水） 千駄ヶ谷社会教育館

12月９日（木）
地域交流センター上　原

午　後 総合ケアコミュニティ・せせらぎ

12月 10日（金）
午　前

地域交流センター代々木

12月 13日（月） 地域交流センター新　橋

日にち 時　間 場　　所

12月 14日（火）

午　前

地域交流センター西　原

12月 15日（水） 上原社会教育館

12月 16日（木） 地域交流センター神宮前

12月 17日（金） 地域交流センター笹　塚

12月 21日（火） 地域交流センター二軒家

12月 22日（水） 地域交流センター本　町

12月 23日（木） 地域交流センター代々木の杜

　社協職員が、皆さまのお近くの施設に伺います。また、区役所２階の社協窓口でも、平日９時〜 16 時まで募金を受付ます。

歳末たすけあい運動募金　受付会場

令和２年度　募金の使いみち

受付時間 　いずれも、午前は９時 30 分〜 11 時 30 分、午後は 13 時〜 15 時です。
　※口座振込での募金をご希望の場合は、お問合せください。
　※社協会費も併せて受付ます。

子ども食堂実行委員会

子ども食堂活動

募金ありがとう メッセージ

みらい区

居場所づくり・学習支援活動

	「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
内の施設や店舗を利用して子ども食堂
を実施したり、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。
　社協では、こどもテーブル活動に対
し、子ども基金と、令和２年度より新
たに歳末たすけあい運動募金を活用し
活動費の助成や、活動に関する支援を
行っています。

　受験生(中学3年生、高校3年生)のいる世帯を応援します。 
一定所得以下の世帯を対象に、学習塾受講料や高校・大学受験
料の貸付を無利子で行います。

貸 付 額  学習塾等受講料：上限 200,000円 
 高校　　受験料：上限 27,400円 
 大学　　受験料：上限 80,000円 
※高校、大学等に入学した場合は、
　返済が免除されます。

申込期限   

令和４年１月31日（月）
東京都　受験生チャレンジ 検索

がんばる
受験生を応援します！がんばる
受験生を応援します！
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　社会福祉協議会（社協）では、皆様からの「会費」を財源に、地域の皆さんと協力しながら、安心して暮らせ
るまちづくりを進めています。社協の合言葉	“きづきあい　みとめあい　ささえあい　共に生きるまち　渋谷” 
を実現するために、会員として支えてくださる方を募集します。

令和３年度渋谷区社会福祉協議会会員募集！ 相談窓口のご案内

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

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
込受付しております。新規で郵便払込をご希望
の方には、専用の払込用紙を郵送いたします。

　子どもから高齢者、障害のある方まで、地域で暮らす 
みなさんの相談援助活動を行っています。誰もが住み慣れ
た地域で、安心して暮らすことができるよう、地域に根ざ
した福祉のまちづくりの実現を目指しています。

　渋谷区社協の会費は、寄附金（歳末たすけあい運動募金）と同様の扱いとなり、所得税、住民税、
法人税において、それぞれの条件を満たすことで税金の優遇措置を受けることができます。
　この優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。その際に、
当会が発行した領収書を添付して申告してください。
　なお、詳しい内容等につきましては税務署にお問合せください。

＜所得控除＞　寄附金合計－ 2,000 円（適用限度額）＝寄附金控除額
＜税額控除＞　（寄附金合計－ 2,000 円）× 40％＝寄附金控除額

　社協活動にご理解いただき、会費を納め財政面から支え
てくださる方です。社協の活動に賛同して、福祉のまちづ
くりの推進を一緒に支えてくださる方々です。

社協ってどんなことをしているの？ 会員ってなに？

会費の使いみち会費の使いみち

渋谷区社協の会費は、税制優遇措置が受けられます！渋谷区社協の会費は、税制優遇措置が受けられます！

地域のニーズに応じたサービスを展開するために、次のような事業に使われています。

問合せ先　総務課　☎ 03ー5457ー2757　　 	shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp

住民主体の福祉活動を支援
車いすの利用を
希望される方への
貸し出し

地域の助け合いによる
在宅福祉サービスや
移動サービス

福祉機器の貸し出し

安心して暮らし続ける
ための生活支援

ふれあい
いきいきサロンや
地域で活動する
福祉団体への助成

ボランティア活動に
関する相談・支援や
ボランティア講座を
開催

ボランティアの活動支援・育成 皆さんからの
会費の使いみち

　社会福祉協議会では、住みなれた地域で安心して暮らせるよう、
地域の皆さまのご協力により、様々な事業を行っています。

お困りのことがありましたら、社会福祉協議会にご相談ください

【係　名】 【事業内容】

地域福祉係
☎ 03-5457-2200

移動サービス、生活福祉資金貸付事業、受験生チャレンジ支援貸付事業、ひとり親
家庭高等職業訓練促進資金貸付事業、ひとり親家庭等福祉事業、 手話通訳者派遣、
手話通訳者養成講習、高齢者食事券・心身障害者配食サービス事業、米寿祝品贈呈
事業、高齢者理・美容券交付、紙おむつ等の助成事業、歳末たすけあい募金事業、 
共同募金配分推せん委員会事務局運営

地域支援係
☎ 03-5457-2200

車いす貸出し、緊急援護、住民参加型在宅福祉サービス「やすらぎサービス」、 福祉
施設・団体グループへの助成支援、小地域福祉活動（ふれあい・いきいきサロン）
の推進、保育室等助成事業、地域支援事業

ボランティアセンター
☎ 03-5457-2200 ボランティア活動推進事業、ボランティア保険

こどもテーブル係
☎ 03-5457-0221 こどもテーブル事業、景丘の家施設運営事業

子育て支援係
☎ 03-5457-0221 子育て支援センター事業、子育てひろば事業

ファミリー・サポート・センター
☎ 03-5457-0221

　子育ての援助が必要な方（ファミリー会員）と子育ての援助ができる方（サポー
ト会員）が会員登録し、会員相互で行う子育て支援事業です。

成年後見支援センター
☎ 03-5457-0099

福祉サービス利用援助事業、財産保全・管理サービス事業、福祉サービス総合相談
事業、成年後見制度総合相談事業、成年後見制度推進事業、社会貢献型後見人推進
事業、法定後見制度利用費用助成事業、成年後見制度活用事業

障がい者基幹相談支援センター
☎ 03-5457-0887

高次脳機能障害 専用ダイヤル
☎ 03-3463-3298

　障がい者福祉の向上のため、地域資源の把握とネットワークの構築を図り、相談
から支援まで円滑な橋渡しが行われるよう、相談支援体制の強化に取り組みます。
総合支援法第７７条の２の規定に基づき設置され、主に地域の相談支援事業所をサ
ポートするほか、渋谷区内の関係機関と協力しながら障がいのある人の暮らしを
様々な方法で支援します。

精神障害者地域生活支援センター
（さわやかるーむ）

☎ 03-3299-0100
　心の病を抱える人やその家族が、地域の中で安心して暮らせるよう、相談、日常
生活の支援を行います。利用するには事前に登録が必要です。

はぁとぴあ相談ステーション
☎ 03-5412-0053

　障がい者が自立した生活を営み、誰もが地域であたりまえに暮らせるよう、主に
身体・知的に障がいのある人や家族から様々なご相談をお受けします。

総合ケアコミュニティ・せせらぎ
管理係

☎ 03-5790-0900
せせらぎ施設の管理及び運営、ライフピア西原住宅棟管理

せせらぎ地域包括支援センター
☎ 03-5790-0881

　西原地区にお住まいの高齢者とその家族を支える身近な地域の相談窓口です。社
会福祉士や保健師（看護師）、主任ケアマネジャーが高齢者介護の相談や助言をし、
保健・医療・福祉に必要なサービスを総合的に受けられるように調整をします。

ホームヘルパーステーション
☎ 03-5790-0885

　介護保険法及び障害者総合支援法に基づき、在宅での介護を必要とする高齢者・
障がい者の支援を行うため、居宅に訪問し、サービスを提供します。

総務課庶務係
☎ 03-5457-2757 会員募集、寄附金の受付、普及宣伝

各事業については、今後、変更の可能性があります。
また、利用には条件がありますので、詳細は担当にお問合わせください。
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渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
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車いすのご寄附を
いただきました

こどもテーブル事業に
ご寄附をいただきました

　この車いすは、 東京神宮ロータリークラブ様からご
寄付されたものです。
　ご寄附いただいた車いすは、車いす貸出事業におい
て活用させていただきます。

　明治安田生命保険相互会社品川支社様から子ども
テーブル事業にご寄附をいただきました。いただいた
ご寄附は、こどもテーブル事業において活用させてい
ただきます。

　令和3年８月25日、東京神宮ロータリークラブの皆様
から、内藤会長へ車いす（3台）の贈呈が行われました。

　令和3年9月22日、明治安田生命保険相互会社品川支
社様から、内藤会長へ目録の贈呈が行われました。

つながるしぶやは区内全世帯
へ各戸配布を行っています

発行日を過ぎても届かない場合、配布を停止したい場合など、つながるしぶやの配布に関するお問合せは、 
つながるしぶや各戸配布コールセンターへ　 ☎ 0120ー849ー277	 （月）〜（土） 9：00 〜18：00　※祝･休日、１月１〜３日を除く

※贈呈式時は、マスクの着用、換気、社会的距離の確保を徹底し、感染対策を行いました。撮影時のみ、マスクを外して撮影しました。

　ご希望の方は社協までご連絡ください。
　作成にあたり、「音訳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 209

号
の

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
は
…

みなさまの心温まる善意に感謝申し上げます。【令和3年７月～９月末】
社会福祉事業のためのご寄附（敬称略）

氏　　名 住　　所 金   額
石井キヨ子 広尾１丁目 3,000	
本村迪子 代々木４丁目 5,000
本村孝雄 代々木４丁目 10,000
MOTO基金　代表　神尾龍三郎 本町５丁目 20,000
匿名（1件） 1,000	
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
渋谷スポーツサポーター（２件） 19,000
株式会社東京プロダクション
代表取締役　万石久志 神宮前２丁目 10,000

子ども基金のためのご寄附 （敬称略）
氏　　名 住　　所 金   額

三輪牧人 神宮前４丁目 200,000
株式会社ビームス 神宮前１丁目 78,340
明治安田生命保険相互会社品川支社 品川区 208,000

氏　　名 住　　所 金   額
shibuya-san 道玄坂１丁目 17,640
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	

Dream財団 ※
匿名（2件） 66,000

※金額はご希望により伏せさせていただきます。
物品寄附

氏　　名 物品名
日本アムウェイ合同会社 米、食用油、甘酒
GRANDIT 株式会社 空気清浄ファンヒーター
株式会社コウボウケミファ 除菌スプレー
東京電力パワーグリッド	株式会社		渋谷支社 乾麺（うどん）
東京神宮ロータリークラブ 車いす
株式会社洋光 手指消毒ジェル
株式会社BS東京 手指消毒ジェル
株式会社タイソンズアンドカンパニー 冷凍パン

令和３年度寄附累計額は、37件 1,945,581円 です。
・社会福祉事業  :  18件  1,125,824円
・ボランティア活動推進事業  :   4件  42,777円
・子 ど も 基 金  :  15件  776,980円

種別

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


