
1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。

登録要介護認定調査員を募集しています
詳しくは、社協ホームページ、または区ニュース3月15日号をご覧ください。

歳末たすけあい運動募金に
ご協力ありがとうございました

　今年度の募金活動は、昨年度に引き続き、コロナ対策を行いながら、町会・自治会、民生児童委員の皆さま	
をはじめ、多くの区民の皆さまのご支援とご協力をいただきました。
　お寄せいただいた募金は、社協が実施する地域福祉活動に活用いたします。
　ご協力いただきまして、ありがとうございました。

街頭募金活動の様子 デコレーションされた募金箱

問合せ先　地域福祉係　☎ 03ー5457ー2200

移動サービス（福祉車両）の運転協力者募集
　移動サービスは、車いすのまま乗車できる福祉車両を使用して、移動が困難な方の外出援助を行うサービスです。
地域でのたすけあい活動に参加してみませんか。

内 容   福祉車両（社協所有）の運転による移動支援活動

対 象   65 歳未満の方で、①第二種運転免許所持者、または、②第一種運転免許を所持し、国土交通大臣認定講習修了者

謝 礼   １時間 800 円及び活動費として１回につき 200 円
問合せ先　地域福祉係　☎ 03ー5457ー2200

募金総額は、募金総額は、6,100,3346,100,334  円円 でした でした

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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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

　安心して活動するためにボランティア保険へのご加入をご検討ください。

ボランティア保険の補償内容

　ボランティア活動中の事故により、ボランティア本人がケガをした場合（傷害補償）　ボランティア活動中の事故により、ボランティア本人がケガをした場合（傷害補償）
　加入者が活動中に他人に対して損害を与えたことにより、損害賠償問題が生じた場合（損害責任補償）　加入者が活動中に他人に対して損害を与えたことにより、損害賠償問題が生じた場合（損害責任補償）

対象となるボランティア活動

　日本国内で行われる、個人の自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とした無償の活動　日本国内で行われる、個人の自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とした無償の活動

プラン
基本コース 天災コース

Ａ Ｂ Ｃ 天災Ａ 天災Ｂ 天災Ｃ
年間保険料 350 円 500 円 700 円 600 円 1,000 円 1,400 円
保険期間 令和4 年４月１日～令和5年３月31日（途中加入の場合は、手続き完了日の翌日０時から令和5年 3月31日まで。）

（注）令和４年１月 17 日から、ゆうちょ銀行の送金手数料の改定に伴い、現金で振込する場合に送金手数料が加算され
ます。つきましては、ボランティア保険をお支払いの際、専用振込票（ボランティア保険：赤色）でゆうちょ銀行
窓口及び ATM から「現金」で振込する場合、１件ごとに 110 円（税込）が加算されるようになりました。

※通帳やカードを利用し口座から保険料をお支払いの場合は、手数料は加算されません。
　詳しい保険内容については、（有）東京福祉企画まで　☎️03－3268－0910　ホームページ http://www.tokyo-fk.com/

保険の申込書配布、加入手続き 　　

　３月22日（火）より令和４年度の加入受付を開始いたします。
　なお、受付場所等については、下記しぶやボランティアセンター
までお問合せください。
※保険の更新は毎年度、加入の手続きが必要となります。
　ご注意ください。

令和４年度ボランティア保険のご案内

趣味や特技を活かして
ボランティアしてみませんか！
　
　お仕事や趣味で培ってきたことを高齢者施設、福祉施設、地域
のイベントなどで、活かしませんか！
　なお、活動は施設などからの依頼によりますので、定期的に活
動があるとは限りません。

【活動内容の一例】
演奏・披露   ギター、ピアノ、三味線、歌、ハーモニカ、詩吟、落語、フラダンス
趣 　 味   編み物、洋裁、お菓子、フラワーアレンジメント
そ の 他   傾聴、囲碁、将棋、麻雀、茶道、華道、ヨガ、アロマ、ヘアカット　ほか

▼しぶやボランティアセンター
　ホームページQRコード

問合せ先　しぶやボランティアセンター（宇田川町１－１　渋谷区役所庁舎２階）
☎ 03ー5457ー2200（月～金曜日：８時30分～17時）
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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

『社協に大事な物を預けませんか？』

渋谷区成年後見支援センターからのお知らせ渋谷区成年後見支援センターからのお知らせ

ご存知ですか？ あんしんサービス

渋谷区こどもテーブル 「Yahoo!ネット募金」にて寄附受付予定

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

例えば… 	 今は元気だけれど、先々のことが不安、相談先がほしい！
	 	 大切な書類の保管が心配

あんしんサービス 　

基　　　本 （1）福祉サービスの利用援助 　＊１時間までに 1,000 円　超過 30 分ごと 500 円加算

オプション （2）書類等の預かりサービス　＊年間 6,000 円

　社協が借りている　社協が借りている「貸金庫」「貸金庫」で大事な物（権利証、保険証書、実印等）をお預かで大事な物（権利証、保険証書、実印等）をお預か
りします。りします。
　年に１回、ご本人に、預かり物を確認してもらうために、社協職員がご本人にお会いし、　年に１回、ご本人に、預かり物を確認してもらうために、社協職員がご本人にお会いし、
その際、近況やお困りごとの相談も受け、相談ごとの解決のアドバイスをいたします。その際、近況やお困りごとの相談も受け、相談ごとの解決のアドバイスをいたします。
　あんしんサービスの利用で、社協にいつでも相談できる　あんしんサービスの利用で、社協にいつでも相談できる「つながり」「つながり」ができます。ができます。

何を預かってもらえるの？

期日管理の必要がなく、本人名義のもの期日管理の必要がなく、本人名義のもの
◎実印　　◎保険証書　　◎不動産権利証　◎預貯金の通帳（1,000 万円程度以内）など

＊頻繁な出し入れがあるものや、自宅や貸金庫の鍵、宝石、骨董品等は＊頻繁な出し入れがあるものや、自宅や貸金庫の鍵、宝石、骨董品等はお預かりできません。お預かりできません。

どのような人が利用できるの？

ご利用できる方：判断能力がある判断能力がある高齢者、または身体障がいの方高齢者、または身体障がいの方
＊判断能力にご不安がある高齢者、または知的障がい、精神障がい等の方は別途ご相談ください。＊判断能力にご不安がある高齢者、または知的障がい、精神障がい等の方は別途ご相談ください。

　今後、Yahoo!ネット募金にて、寄附受付を予定しております。
　詳細は、別途こどもテーブルホームページでご案内いたします。
　未来を担う子どもたちの健全育成に努めてまいりますので、皆様の温かいご支援をお願いいたします。

＊こどもテーブル最新情報につきましては、右記QRコードより、ＨＰをご覧ください。 ▲
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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、「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
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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
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Instagramも更新しています。是非ご覧ください！　@shibuyashakyo_chiki

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 900ー 916	 （月）～（土） 9：00 ～18：00　※祝･休日、１月１～３日を除く

みなさまの心温まる善意に感謝申し上げます。【令和3年10月～令和4年1月末】
社会福祉事業のためのご寄附（敬称略）

氏　　名 住　　所 金   額
中尾　純子 富ヶ谷２丁目 5,000	
松本　光子 広尾１丁目 10,000
ひな屋合資会社 西原３丁目 100,000
ひふみ会（本町）
丸山多喜子　鎗田ルリ 20,000

宗教法人　真如苑 広尾２丁目 1,000,000
富ヶ谷二丁目町会 富ヶ谷２丁目 14,000
ふく料理　奈る実　
水落　義孝 円山町 17,150

恵比寿西二丁目町会 恵比寿西２丁目 60,000
社協の友 5,000
匿名（13件） 772,100
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
及川	夏穂（街の声）　（9件） 東３丁目 35,136
及川夏穂 10 月	Opal 東３丁目 3,904	

及川夏穂 11 月	Topaz 東３丁目 3,904	
及川夏穂 12 月 Turquoise 東３丁目 3,904	
匿名（11件） 5,000
子ども基金のためのご寄附 （敬称略）

氏　　名 住　　所 金   額
渋谷区洋舞連盟 松濤２丁目 88,914
伊藤　京子 渋谷１丁目 100,000	
宮内　正志 元代々木町 100,000	
中尾　純子 富ヶ谷２丁目 41,000	
松本　光子 広尾１丁目 10,000
鈴木　宣雄 大山町 100,000	
松岡　裕子 代々木１丁目 50,000	
一般社団法人　白菊会 広尾３丁目 50,000	
遠藤　雅夫 上原３丁目 10,000
株式会社トリドール
ホールディングス 道玄坂１丁目 183,237

幡代スピリッツ（卓球） 杉並区 90,540
広尾ジュニア合唱クラブ 東２丁目 11,405
井口　恭子 代々木４丁目 30,000

テイアシユク 4,000
アダチ　ヨシミ 50,000
匿名（9件） 391,339
物品寄附

氏　　名 物品名
株式会社タイソンズ
アンドカンパニー（３件）

冷凍パン一式

Ethicalize 株式会社
代表取締役　藤田健太郎

食品・生活雑貨

株式会社コロンバン
米粉クッキー、
アソートクッキー

日本アムウェイ合同会社 調味料、油、米、マスク、
除菌スプレー

ナカタケトレーディング
株式会社

除菌ウェットティッシュ

GRANDIT 株式会社 空気清浄ファンヒーター

渋谷中金会 お米、
クリスマス用お菓子

令和３年度寄附累計額は、97件 5,302,114円でした。
・社会福祉事業  :  40件  3,129,074円
・ボランティア活動推進事業  :   17件  84,625円
・子 ど も 基 金  :  40件  2,088,415円

種別

こどもテーブル事業に
ご寄附をいただきました

　株式会社トリドールホールディングス様から子ども
基金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12月３日、株式会社トリドールホールディン
グス様から、内藤会長へ目録の贈呈が行われました。
※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。

第70回東京都社会福祉大会にて
東京都社会福祉協議会会長表彰を受賞されました

  ボランティアセンター登録団体「ボランティアグルー
プ＠ほーむえびす」が、東京都社会福祉協議会会長表
彰を受賞されました。

　ボランティア活動（茶話会の開催）を通して、障が
い者の生きがいづくりに多大な貢献を果たしてきた功
績が評価され、受賞する運びとなりました。この度は
受賞おめでとうございました。
※コロナ禍前に撮影されたものです。

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


