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☎ 5457-2757（総務課） FAX 3476-4904 http://www.shibuyashakyo.or.jp/
QR 
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こどもテーブル活動を
始めてみませんか


「渋谷区こどもテーブル」と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。9月1日現在の団体数は、子ども食堂が25団体、居場所づくり・学習支援が20団体です。
区内の施設やカフェなどの店舗を利用して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。団体情報につきましては、下記こどもテーブルのQRコードよりホームペー
ジをご覧ください。

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。

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。

Mama's kitchen

２０２０年 東京オリンピックに向けて英語を学ぶ会

こどもテーブル活動助成

申請受付中！

社協では、「こどもテーブル」活動に助成や支援を行っています。
締切日までに、申請書等を窓口までお持ちください。
子 ど も 食 堂 活 動 助 成

年額

９/ ２８（金）
締め切り

居場所づくり・学習支援助成

100,000円（上限）

年額

50,000円（上限）

※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。

子ども基金へのご寄付にご協力をお願いします
未来を担う子どものための基金です。地域と一体となって行うこどもテーブル事業や子どもの健全育成・貧

困対策事業を行う団体への助成などに活用されます。詳しくは下記までお問合せください。
◀渋谷区こどもテーブル
ホームページ
QRコード

平成30年度社協会員募集！

個人会員

問合せ先

子ども支援課

こどもテーブル係

☎ 5457-2200

shien-shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp

年額一口1,000円

申込み・問合せ

総務課 ☎５４５７－２７５７
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地域住民による「たすけあい活動」をご紹介します
「やすらぎサービス」と「移動サービス」は、地域住民による有償ボランティアの福祉サービスです。いずれも、
在宅で福祉的な支援が必要な人とご近所さんを支えたいという人をつなぐサービスで、住民相互のたすけあ
いにより、誰もが安心して住み続けることのできるまちづくりを目指しています。

やすらぎサービスで家事など

移動サービスでおでかけを

日常の困りごとをサポート

サポート

移動サービスは、歩行が困難である、車いすを利用し

やすらぎサービス
身体が不自由になり部屋の掃除ができない、足
腰が弱り買い物や食事の支度が十分にできない、
通院や外出に付き添い人がいれば…といった生活
上のお困りごとに対し支援を行う有償の家事援助
サービスです。

ているなどの理由で、外出
に困難を伴う方の支援をす
るサービスです。車いすの
まま乗降できる車両（福祉
車両）で目的地までの移動
をサポートします。
利用できる方は

ちょこっとサポート

・区内在住の方

電球・電池交換や体調不良時の買い

・身体障害者手帳の交付を受けている、または要介

物など、臨時的・単発的なサービスを

護・要支援認定を受けていて、外出時に移動困難を

行います。

伴う方
となります。

やすらぎサービスでは、地域の方々が協力会員とな
り、在宅で福祉的な援助を必要とする方に家事中心の
サービスを提供しています。
利用会員からは、「協力会員さんが来る時間を楽しみ
にしています」「サポートをしてもらうことで助かって

車両の運転と乗車の介助は、研修を修了した登録運転
者が行います。利用される方からは「車内での会話も弾
み、快適な時間でした」との声があり、それを励みに運
転者も安心・安全な運行につとめています。

います」といった声をいただいて

こんな時にご利用ください！！

います。

◆ 病院へ行くのに、バスや電車は

利用会員の皆さんにより良い

車いすでの乗り降りがちょっと大変

サービスを提供するため、協力会

◆ 地域のイベントに行きたい

員を募集しています。地域のたす
電球交換の様子

など

けあい活動にご協力ください。

どちらのサービスも事前の登録が必要です。詳しくはお問合せください。 問合せ先

平成29年度

地域福祉課

☎ 5457-2200

事業報告・決算

６月に理事会、評議員会が開催され、平成29年度の事業報告と決算が承認されました。主な事業報告は次の
とおりです。また、決算についてはホームページをご覧ください。
（１）景丘の家の建替え

（３）成年後見推進事業の充実

め、平成29年9月から工事に着手しました。

人後見制度の充実に努めました。

故郡司ひさゑさんより寄贈を受けた建物が老朽化したた

社協の事業方針を定める地域福祉活動計画

渋谷区地域福祉活動計画︵第２期︶

（２）地域福祉活動計画（第２期）の策定

渋谷区地域福祉活動計画（第２期）
（2018年度〜2022年度）

きづきあい

みとめあい ささえあい

共に生きるまち 渋谷

は、事業の充実を図るため、平成30年度を初
渋谷区社会福祉協議会
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（４）渋谷区からの受託事業・補助事業の着実なる事業推進

子どもから高齢者・障害のある人まで幅広い方々を対象と

した事業を渋谷区から受託し、福祉サービスを提供していま
す。平成29年度から、ひがし・にしはら・はらじゅくの3か
所の子育てひろばの運営について、新たに渋谷区から受託し

社会福祉法人

年度とする、第2期の計画を策定しました。

成年後見に係る各種業務や、社会貢献型後見人制度や法

社会福祉法人

渋谷区社会福祉協議会

ました。

精神保健福祉ボランティア講座の参加者を募集しています。精神障害についての理解と対応を学びましょう。

詳細は

精神
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表彰おめでとうございます

ボランティアで地域貢献

新井公子さん

9月14日に開催された「平成30年度渋谷区敬老大会」において、
ボランティアを通じて地域社会に貢献されている高齢者の代表として、
新井公子さんが表彰されました。
新井さんは平成10年から東京都赤十字血液センターでの案内ボラン
ティアを始め、現在もハチ公前献血ルームにて週１回活動しています。障
害者の送迎（カーボランティア）のご経験もあり、現在は障害者作業所でのボ
ランティアを続けていらっしゃいます。また平成16年からはボランティアアドバイザー
として地域のボランティア活動推進に尽力されています。

民生児童委員と地域イベントに参加しました

景丘の家
建替えの進捗状況
所在地：恵比寿 4-5-15

７月２２日（日）初台地区ふれあいまつりにおい
て、地区の民生児童委員協議会による車いす体験の
催しが行われ、当日は社協職員もお手伝いをしまし
た。自走式車いす、電動アシスト車いす、セニアカー、
オリンピック・パラリンピックの競技用など数種類の
車いすが用意され、子どもから大人まで多くの皆さ
んが体験されました。
社協における「車いす貸出事業」は昭和 56 年度に
始まりました。お住まいの近くで借りたいという区民
の皆さんのご要望に応えるため、昭和６２年度からは民生児童委員協議会の協力
を得て、地域での貸出しも行っています。

車いすを
貸出しています

8 月 29 日現在

景丘の家建替え工事は、
地下
（1 階・
2 階）の躯体工事が完了しています。
今後は地上部分の鉄骨の組立て、屋

怪我などで一時的に歩行が困難になるなど、
車いすが必要な方は、下記までご連絡ください。

問合せ先

地域福祉課

☎ 5457-2200

根や外壁の工事を進めます。
進捗については、ホームページ
でも随時お知らせします。

平成30年度寄附累計額は、36件 769,293 円です。
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◆【H30.4月～6月末】

社会福祉事業のためのご寄附 （敬称略）
氏
名
住
所
金
額
ひふみ会 代表 松居 壽生
本町４丁目
30,000
西原商店街振興組合
西原２丁目
22,768
理事長 西野 英雄
渋谷桜丘町会婦人部
桜丘町
4,389
池田 利明
神宮前４丁目 300,000
及川夏穂（街の声）
35,136
※ 3,904 円× 9 件
及川夏穂 사윌 Diamond
3,904
東３丁目
及川夏穂 오윌 Emerald
3,904
及川夏穂 유윌 Moonstone
3,904
石井キヨ子（５件）
広尾１丁目
10,000
匿名（４件）
29,391
寄 附 累 計 額 内 訳

・社会福祉事業 :

25件

・ボランティア活動推進事業 :

7件

・子 ど も 基 金 :

4件

神障害者地域生活支援センター ☎３２９９-０１００

443,396円
235,304円
90,593円

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
グループせせらぎ
西原１丁目
590
区商連 青年部 初台
初台１丁目
5,000
親子体操かるがも
代々木５丁目
800
デイ若草
西原１丁目
41,612
東京土建一般労働組合渋谷支部
幡ヶ谷２丁目
7,302
大場 俊彦
松濤２丁目
150,000
編みものサロン
渋谷 4 丁目
30,000
子ども基金のためのご寄附（敬称略）
氏
名
住
所
金
額
渋谷区青少年対策西原地区委員会
西原１丁目
13,097
大場 俊彦
松濤２丁目
50,000
山後 章子
本町１丁目
9,000
首都圏建設産業ユニオン
品川区西五反田
18,496
城南支部渋谷港地区会
物品のご寄附（敬称略）
氏
名
東京西ロータリークラブ

またはホームページをご覧ください。

渋谷区社会福祉協議会

物品名
電動車いす１台

検索
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しぶやボランティアセンターからのお知らせ
問合せ先

しぶやボランティアセンター
http://www.vcshibuya.jp/

☎ 5790-0505

FAX 5790-7521

E-mail: shibu-vc@u06.itscom.net

特技ボランティア紹介！
ボランティアセンターでは、特技ボランティアの登録、情報発信、紹介をしています。
趣味やお仕事などで培った経験を活かして特技ボランティアとして活躍してみませんか？

特技ボランティアとは？

登録にいて

特技があり、イベントや地
域支え合い活動などで披露し
たり、人に教えたりすること
のできる方々のことです。

特技ボランティア登録申込書に必要
事項をご記入の上、ご提出ください。
（ボランティアセンターホームページ
からダウンロードも可）

このような特技を持った
方が登録しています

依頼について
特技ボランティア一覧をご覧になり、依頼
希望者を決めます。その後、依頼書のご提出
をお願いいたします。

・麻雀 ・英会話 ・落語 ・歌 ・ダンス
・朗読 ・フラワーアレンジメント ・紙芝居
・楽器演奏（ギター、ピアノ、バイオリン）
・体操、運動 など

※詳しくはボランティアセンターホームページまで

このような方々が活躍しています！

皆さんと一緒に歌って
歌って笑って笑って！童謡・
唱歌・昭和歌謡からオペラの
アリアまで、楽しい時間は
あっという間ですよ ♪

鈴木さん
★フラワー
アレンジメント

体験された方の「楽し
かった」、「ありがとう」
という声が活動の励みに
なっています。

土や植物に触れることで
心が満たされ、癒されま
す。自然素材を生かして幅
広い年代の方が楽しめる創
作活動を広めています。

吉村さん（左）
★歌

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
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丸井

MODI
渋谷ホームズ
渋谷
区役所前
勤労福祉会館

渋谷
区役所

（建設中）

西武
B館

渋谷駅

声のニュースレターもあります
号の
ニュースレターは
⁝

お気軽に
お立ち寄りください

198

西武
A館

神南一丁目
神南小

東武ホテル
ホテルUNIZO

渋谷公会堂

（建設中）

NHK

見つかる！出会いの場 ボランティア見本市

上坂さん
★アロマテラピー
★ハーブクラフト

東急ハンズ

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。

９月29日（土） 13：30～16：00

地域交流センター恵比寿

