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問合せ：しぶやボランティアセンター   
電 話  ５７９０－０５０５ ＦＡＸ ５７９０－７５２１ メール shibu-vc@u06.itscom.net 
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9 月ぼらせんカレンダー 
【Ｖ＝ボランティア】 

２日 Ｖアドバイザー全体連絡会 

 ５日 ひがしＶ室連絡会 

６日 せせらぎＶ室しゃべり場 

８日 車いす清掃ボランティア 

１４日 Ｖオリエンテーション 

１６日 Ｖオリエンテーション 

１７日 Ｖオリエンテーション 

１９日 敬老の日（センターはお休みです） 

２２日 秋分の日（センターはお休みです） 

２７日 せせらぎＶ室連絡会 

２９日 笹幡Ｖ室秋のしゃべり場 

    笹幡Ｖ室連絡会 

ボランティア啓発講座 

地域デビューって何？ 

～あなたの思いを形にしませんか～ 

 地域での「居場所づくり」を実践されている方の

講演と、区内で活動しているボランティアの話を聞

いて、「ボランティア活動」をのぞいてみませんか。 
 

【日 時】１０月１５日（土） 

  １４：００～１６：００ 

【場 所】美竹の丘・渋谷  

２階多目的ホール 

【内 容】◆事例発表 

◆講  演 ＮＰＯ法人れんげ舎  

代表理事 長田
お さ だ

英史
てるちか

 氏 

【定 員】 １５０名  

【参加費】 無料 

【申込み】 電話または来所 
 

 
 

～笹幡ボランティア室 地域交流会しゃべり場～ 

「ささえあいのまちづくり」 

～介護の視点から～ 
 

【日時】９月２９日（木）１４：００～１５：３０ 

【場所】ケアステーション笹幡４階 

 ※詳細は６ページをご覧ください。 

今月のボラ選 ≪せせらぎに涼をもとめて≫ 

残暑厳しい日がまだまだ続いています。８月の猛暑

の中、せせらぎの中にある 

ビオトープなどの掃除を行 

いました。水の流れる音や 

光を浴びてキラキラしてい 

る様子は、少し暑さを忘れ 

させてくれますね。ススキ 

もちらほらと見え隠れして 

いて、次の季節を知らせて 

いるようです。 

9Sep 

２０１６年 9 月５日発行  【発行部数４０００部】 
編集発行：社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会しぶやボランティアセンター 
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申込み・問合せ先がない募集については、 

しぶやボランティアセンターにご連絡ください 

電話：０３－５７９０－０５０５ 

 

はじめの一歩 
下記の内容に関心のある方、ご連絡お待ちしています！ 

      千駄ヶ谷５丁目在住 ２０代女性 

       下肢に障害があり、車いすを使用し

ています。外出して散歩やお話をした

り、車いすを押してくださるボランテ 

ィアを募集しています。 

■活動内容：外出の際の車いす介助 

■活動日時：その都度、相談 

      1 回の外出は、1 時間から 1 時間半程

度 

■活動場所：自宅（千駄ヶ谷５丁目）まで迎えに行

き、帰りは自宅まで送り届けます。 

■その他 ：同年代の方と楽しく過ごしたいです。

20 代～30 代の女性を希望します。外

出先はその都度ご相談します。 

       

個 人 

ワークささはた 
簡易事務作業の受注や清掃、公園な

どの植栽事業、機織り製品や布巾を制

作している作業所です。作業のお手伝 

いをして下さる方を募集しています。 

■活動内容：公園の植栽や機織り製品の縫製 

■活動日時：月～金曜日 9:00～17:00 

（時間はボランティアさんの都合に合

わせて相談） 

■活動場所：ワークささはた、区内公園 

■その他 ：交通費支給あり 

■問合せ ：ワークささはた（笹塚 3-48-1-1号棟） 

      ☎03-3376-8924（宮武） 

 

障害 

      幡ヶ谷１丁目在住 ６０代男性 

       左半身にマヒがあるため、食事の手

伝いと買い物をしてくださるボラン

ティアを募集しています。 

■活動内容：食事の手伝い（レンジで温める等）

や買い物 

■活動日時：週 1回 14:00～18:00の内 1時間半程

度 

■活動場所：自宅 

       

個 人 

      恵比寿保健相談所 

ふたごの乳幼児を育てるママたちの 

      集まり（ふたご育児の集い）で、ママ

たちが交流している間、子どもたちの 

お世話をしてくださる方を募集しています。 

■活動内容：乳幼児の安全確保 

■活動日時：毎月第 2火曜日 10:00～12:00 

■活動場所：恵比寿保健相談所（恵比寿 2-27-18） 

■問合せ ：☎03-3443-6251（福田） 

       

児童 

       渋谷区視覚障害者福祉協会 

視覚障害のある人たちの余暇活動

の手伝いをして下さる方を募集して

います。 

■活動内容：カラオケの機器の操作、お茶出し 

■活動日時：月 1～2回 2～3時間程度 

      （活動日時は 3か月前に決まります） 

■活動場所：リフレッシュ氷川を予定 

■その他 ：カラオケの機器に番号を入れたり、画

面に出ている文字情報を伝えたり、お

茶出しをお願いします。 

       

障害 
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今年の夏ボラ… 
■開催期間：８月１日～３１日 

■総プログラム数：５０ 
   （高齢者・障害者・児童・乳幼児） 

■参加者数：１２４名 
   （男性１８名 女性１０６名） 

はぁとぴあ原宿 

夏休みの原宿は人で溢れていました。はぁとぴあ原

宿は渋谷区障害者福祉センターの中にあり、障害のあ

る方が日中活動をしたり、生活をしている施設です。 

今年の夏は８月末納品の受注作 

業に追われている、とのこと。 

訪問した時は利用者の方と共に 

袋入れや数を数える作業をして 

ました。「利用者の方と触れ合う 

ことができてとてもいい経験に 

なりました」と話してくれました。（金） 

ワークささはた 

この日は利用者の皆さんといっしょにお仕事のお

手伝い。区内の企業さんから受託された仕事を利用者

さんと一緒に真剣に取り組んでいました。一日だけの

参加になりましたが、 

普段あまり関わるこ 

とがない。というこ 

とで実りのある 1日 

になったのではない 

でしょうか。（前） 

 

２０１６夏・体験ボランティアに中学生から大人の方まで１２４名に参加していただきま

した。期間中にボランティアセンター職員で分担して施設に訪問し、みなさんの活動の様子

を見せていただきました。ほんの一部ですが、ご紹介します。 

高齢者施設・団体 

デイサービス（けやきの苑） 

高校生２人がボランティアしているところを訪問

してきました。午後の活動からボランティアさんが

参加していました。利用者の方の箱作りのお手伝い。

今日が初めてで緊 

張している子、昨 

年からここでボラ 

ンティアをしてい 

る子もいて、なじ 

み方は様々でした 

が、きっと良い経 

験になるでしょう。（松） 

初台生活学校お食事の会 
初台生活学校は６５歳以上の独り暮らしの高齢者の

方のための食事会です。今年は２人の中学生の参加者

でした。メニューは生姜の効いた美味しいカレーライ

ス。お手伝いはジャガイモの皮むき、サラダの盛り付

けなどで、きびきびこ 

なしていました。２人 

はときどき家でもお手 

伝いをしているとのこ 

と。食事のあとは８月 

が誕生月の方にハッピ 

ーバースデーの歌を歌 

いました。（森） 

 

障害者施設 
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フレンズ本町 
 児童青少年センターフレンズ本町がこの４月にオ

ープンしました。伺ったときは午前中でまだまだ子供

たちが少なかったのですが、一緒にパラシュートを作

って遊んでいました。 

工作にローラースケー 

トに走り回る元気いっ 

ぱいの子どもたちに夏 

ボラの皆さんもびっく 

りしつつも楽しんでい 

ました。（徳） 

せせらぎファンイン 
見学した日はとても暑い日でしたが、元気にボランテ

ィアさんたちが鬼ごっこをしていました。せせらぎフ

ァンインは大人も一緒に思いっきり遊ぶことが許され

るところ。これでい 

いんです。ひとしき 

り汗をかいた後は、 

親子と一緒にプール 

で遊んでいました。 

木陰が暑い日差しか 

ら守ってくれている 

空間でした。（前） 

ま 

 

本町第三保育園 
 中学生のボランティアさんの様子を見に訪ねると 

3 歳の子どもたちが元気いっぱいに「こんにちは」と

お出迎え。「きょうだいがこの 

保育園に通っているので、ボ 

ランティアの場所に選びまし 

た。3歳でこんなにも自分の 

ことをなんでもやれるとは！」 

とのこと。給食のパンを「2 

枚？3枚？」と一人一人に聞 

きながら配膳している様子を 

パチリ。(金) 

子育て支援センター 
渋谷区内には６か所の子育て支援センターがありま

す。訪問した時は、来所している親子と楽しげにゲー

ムをしていました。参加した夏ボラさんにも兄弟がい

るということで、小さいお子さんと遊ぶのがとても上

手でしたよ。お子さん 

も大きいお姉さんと遊 

べて嬉しい様子がとて 

も伝わってきました。 

（徳） 

日赤乳児院 
 日赤医療センターの敷地内にある閑静な佇まいの施設で

す。大勢のスタッフさんと一緒に乳児の遊び相手をしている

ところにお邪魔しました。緊張している様子でしたが、あど

けない赤ちゃんに「可愛いですね」と思わずニッコリ。（松） 

児童の施設 

乳幼児の施設 

聖ヨゼフ保育園西原 
夏体験ボランティアを受け入れて下さる私立保育園

が今年はさらに増えました。訪ねた時は２人の中学生

が元気な子どもたちと一緒にブロックをしたり、絵本

を読んであげたりとそれぞれに子どもと楽しい時間を

過ごしていました。初 

日は少し緊張した様子 

も３日目には笑顔で！ 

先生の子どもへの接し 

方を見て、たくさんの 

ことを学んだようです。 

（金） 

神宮前あおぞらこども園 
夏の暑い一日、１歳さんや２歳さんの水遊び後の着

替えの手伝いを上手に声掛けして進めていました。慣

れない手つきでし 

たが、子どもたち 

はお兄さん、お姉 

さんたちが一緒に 

遊んでくれること 

が嬉しくてしょう 

がない様子でした。 

（徳） 
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イベント＆ニュース 
第 8 回はぁとぴあ祭開催 

【日 時】10月15日（土）10:30～15:00 

【場 所】 渋谷区障害者福祉センターはぁとぴあ原宿

（神宮前3-18-37） 

【内 容】今年で8回目を迎えた、はぁとぴあ祭です。 

音楽ライブ・参加団体の手作り品販売・工 

房の作品販売・バザー・ゲームコーナー・ 

模擬店など 

※車でのご来場はご遠慮下さい。 

【問合せ】はぁとぴあ原宿 

☎03-5412-0050（渡部・平井） 

ささはたカフェ 

誰でも気軽に立ち寄れるカフェ。 

お茶を飲みながら楽しくおしゃべりしませんか？どなたでもお茶が無料で飲めます。 

【日 時】9 月 26 日（月）11:00～15:00 

     11:00～ 笹塚保育園 園児のみなさんの歌 

     13:00～ 大正琴の演奏と歌 

     14:00～ 習字ミニ教室 

【場 所】「笹塚十号坂いこいの施設」笹塚十号坂商店街事務所（笹塚 3-19-2） 

【問合せ】ささはたカフェ運営委員会 

渋谷区ケアステーション笹幡地域包括支援センター ☎03-5365-1611 

ちょっと読んでみますか。 センターで貸し出している本の紹介です。 

『六つの瞳の光の中で』   

 （のがみ ふみよ 著  文芸社  2005） 

 待望の三つ子の赤ちゃんが生まれ、二人に脳性まひによる障害があるとわかってからのお母さんの

心の葛藤、奮闘が書かれています。料理の得意なことから、簡単レシピも載っていて試してみたくな

りました。10 年後の三つ子ちゃんたちの続編もボランティアセンターの新しい図書に加わりました

ので、近々ご紹介します。あわせて読んでみてください。 

 

『防災ピクニックが子どもを守る！』  

 （MAMA-PLUG編・著 2014） 

 災害時に役立つサバイバル術をピクニックを通して学ぼう！とイラストや写真がいっぱいで、お子

さんと一緒に計画しながら実践できそうな１冊です。アウトドア経験は技術だけでなくたくましい心

も育つのでは？と思いました。 

第 33回ぱれっと福祉バザー 

バザー商品大募集！新品同様の衣料、靴、バッグ、 

雑貨、おもちゃ、文房具、電化製品、保存食品、手工

芸品等を募集しています。 

（受付は 10 月 7 日（金）まで） 

バザー当日は、面白パフォーマンス、キッズイベン

ト、抽選会も行ないます。 

※ボランティア募集 

10 月 10・15・16 日の事前準備と当日のボランティ

アを募集しています。お問い合わせください。 

【日 時】10 月 16 日（日）10:30～15:00 

【場 所】渋谷区立長谷戸小学校 体育館 

（恵比寿西 1-23-1） 

【主催・問合せ】認定 NPO 法人ぱれっと事務局 

☎03-5766-7302（担当／南山、西川） 
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開室時間 １３：３０～１６：３０ 
（相談受付は１６:００まで 祝日にあたる日はお休みです。） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                 

  

 

 

 

 

 

                                        

 

 
 

 

 

 

 

発行：社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会しぶやボランティアセンター 
【開所時間】月～金：9:00～19:00 土：9:00～18:00 
【住 所】 〒151-0066 東京都渋谷区西原 1-40-10総合ケアコミュニティ・せせらぎ 2階    
【電 話】 03-5790-0505   【ＦＡＸ】 03-5790-7521 
【E-mail】  shibu-vc@u06.itscom.net  【ホームページ】 http://www.vcshibuya.jp/ 

～しぶぼら日記～ 仕事の帰り道、ふと気がつくと、セミと共に、鈴虫が鳴いているのに気づきました。まだ
まだ暑い日が続いていますが、夏から秋へと季節が変わっているのですね。オリンピックが終わり、9月 7日か
らはパラリンピックが始まります！パラリンピックではオリンピックにはない競技も多数あり、１８日までの
熱い戦いを応援したいと思います。（あ） 
 
 
 

場 所：東 3-14-13  地下1階 

開室日：月・水・金曜日 
電 話：03-3406-6252 

メール：shibu-vchigashi@a-net.e-mail.ne.jp  

その他 月、水、金曜日使用済切手整理日 

10月 4日(月)おしゃべりサロン 

アドバイザー 大塚・岡・早川・多田・大澤 

 
      
場 所：神宮前 3-12-8 2階 

開室日：月・第 1、3金曜日 

電 話：090-2309-5917 

アドバイザー 石田・鹿濱・柳瀬・閏間・内藤 

 

 

場 所：幡ヶ谷 2-21-9  4階 

開室日：月・木曜日 

電 話：090-2307-7580 

アドバイザー 櫻井・黛・大澤・磯野・武藤 

その他  9月 29日(木) 地域交流会 しゃべり場 

 

 

 
 

場 所：西原 1-40-10  2階 

開室日：火・金曜日 
電 話：03-5790-0505 

アドバイザー 上瀧・新井・小竹・熊岡・平島 

その他  9月 6日(火) 地域交流会 しゃべり場 

10月 7日(金) トク、トク、トーク 

ボランティアアドバイザーが 
イベントに出店しました。 

◆8 月 6 日（土）7 日（日） 

「第 18 回原宿の丘盆踊りの夕べ」 

（ケアコミュニティ・原宿の丘ボランティア室） 

恒例のボードゲーム。今

年もたくさんの子供たちが、

景品を get すべく思い思い

に挑戦していました。 

夜風に乗って聞こえる和

太鼓のリズムと人々のざわ

めき、夏の風情を味わった 2

日間でした。 

 

 

ひがし健康プラザボランティア室 
 

ケアコミュニティ・原宿の丘ボランティア室 
 

 

ケアステーション・笹幡ボランティア室 
 

総合ケアコミュニティ・せせらぎ 
ボランティア室 

 

ボランティアアドバイザーが相談を受けています！ 

☆ボランティア活動に関心がある人 

☆ボランティアの手助けを必要としている人 

☆活動先の相談、紹介 

☆ボランティア保険の受付など 

ボランティア室 情報 
  
 
 
 
 

笹幡ボランティア室 地域交流会しゃべり場 

「ささえあいのまちづくり」 

～介護の視点から～ 

 

少子高齢化が進んでいると言われている世の中。今

暮らしている我々にどんな影響があるのでしょう

か？お話を聴いて、これからの生活を見直すきっかけ

にしてみませんか。 

 是非ご参加ください！ 

 

9 月 29 日（木）14:00～15:30 
場 所：ケアステーション笹幡 4階（幡ヶ谷 2-21-9） 

内 容：・介護保険制度についてのお話 

・参加者交流 

対 象：区内在住・在勤・在住の方 

講 師：渋谷区介護予防機能強化支援員 

 小舘 隆仁氏 

定 員：20人 

申込み：電話または来所にて受付 

☎03-5790-0505 


