～ボランティア啓発講座～

10Oct

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」の実践をされている方
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。
一緒に渋谷の地域づくりを考えませんか。
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10 月 15 日(土)
14:00～16:00

【日

時】

【場

所】美竹の丘・しぶや

多目的ホール
（渋谷 1-18-9）

【内

容】事例発表と講演

【講

師】NPO 法人れんげ舎
代表理事

【定

長田 英史 氏

員】150 人（先着順）

【申込み】電話にてボランティアセンターへ
お申し込みください。
【目次】
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～ひがしボランティア室 地域交流会しゃべり場～
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はじめの一歩、図書紹介
助成情報
イベント＆ニュース
ボランティア室情報
（ボランティア室の開室日ほか）

今月のボラ選

読みましたか？東京防災
‐いざという時のために‐
防災ブック「東京防災」が各家庭に配布され
て、１年がたちます。
【日 時】

≪かりん≫

せせらぎにかりんの木があることに、今朝出勤時に気
づきました。写真撮影した時は実はまだ青く、黄色くな
るまでにはもう少しかかり
そうです。かりんは熱に通
すことで渋みが消えるので、
生ではなく、のど飴や果実
酒などに加工して口にする
ことがほとんどですね。の
どの炎症をおさえたり、咳
止めの作用があるそうです。

【場 所】ひがし健康プラザ

地下 1 階 談話室
（東 3-14-13）

【内 容】
「東京防災」の読み方、使い方
【講 師】渋谷消防署
井出 寛貴氏
【定 員】20 人（先着順）
【申込み】電話にてボランティアセンターへ

10 月ぼらせんカレンダー

１５日 ボランティア啓発講座
はぁとぴあ祭 参加
１６日 ふるさとまつり 参加
２０日 笹幡Ｖ室連絡会
２５日 せせらぎＶ室連絡会
２７日 Ｖセンター運営委員会
２９日 ひがし健康プラザＶ室しゃべり場

【Ｖ＝ボランティア】
６日 夏・体験ボランティア報告会
７日 Ｖアドバイザー委嘱式、全体連絡会
１０日 体育の日（センターはお休みです）
１１日 ひがしＶ室連絡会

≪問合せ≫

10 月 29 日(土)
13:30～16:00

しぶやボランティアセンター
１

電 話
ＦＡＸ
メール

５７９０－０５０５
５７９０－７５２１
shibu-vc@u06.itscom.net

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
下記の内容に関心のある方、ご連絡お待ちしています！
電話：０３－５７９０－０５０５

はじめの一歩

幡ヶ谷１丁目在住 ６０代男性

恵比寿１丁目在住 ２０代男性

個人

身体に障害があり、車いすを使用し
ています。休日に外に出かけて、お話

個人

■活動内容：食事の手伝い（レンジで温める等）

方を募集しています。

や買い物

■活動内容：外出の際の車いす介助、お茶を飲むと

■活動日時：週 1 回または月 1～2 回でも可

きの手伝いなどもお願いします。

時間は応相談（1 時間～1 時間半程）

■活動日時：1～2 ヶ月に 1 回程度、土日の休日

■活動場所：自宅

10:00～11:30 くらい
■活動場所：自宅近辺または渋谷区内

千駄ヶ谷５丁目在住 ２０代女性

：交通費支給。できれば男性の方を希望

個人

します。

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

恵比寿保健相談所

児童

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。

をしたり一緒にお茶を飲んでくれる

■その他

左半身にマヒがあるため、食事の手

ィアを募集しています。

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

■活動内容：外出の際の車いす介助

たちが交流している間、子どもたちの

■活動日時：その都度、相談

お世話をしてくださる方を募集しています。

1 回の外出は、1 時間から 1 時間半程

■活動内容：乳幼児の安全確保

度
■活動場所：自宅（千駄ヶ谷５丁目）まで迎えに行

■活動日時：毎月第 2 火曜日 10:00～12:00

き、帰りは自宅まで送り届けます。

■活動場所：恵比寿保健相談所（恵比寿 2-27-18）

■その他 ：同年代の方と楽しく過ごしたいです。

■問合せ ：☎03-3443-6251（福田）

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。

ワークささはた

障害

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

障害

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。

東京都精神障害者スポーツ
交流祭（バレーボール大会）
バレーボール大会の運営補助をし
て下さるボランティアを募集してい

■活動内容：公園の植栽や機織り製品の縫製

ます。

■活動日時：月～金曜日 9:00～17:00

■活動内容：コート担当（コート設営・得点係・線

（時間はボランティアさんの都合に合

審等）
■活動日時： 11 月 17 日（木）9:00～17:00

わせて相談）
■活動場所：ワークささはた、区内公園

■活動場所：東京体育館（千駄ヶ谷 1-17-1）

■その他 ：交通費支給あり

■その他 ：交通費なし、昼食あり、傷害保険加入

■問合せ ：ワークささはた（笹塚 3-48-1-1 号棟）

■問合せ

：東京都精神障害者スポーツ交流祭

実

行委員会 就労継続支援 B 型事業所

☎03-3376-8924（宮武）

「このはの家」

工藤晋平

☎03-6850-3019
✉kudoshim@yahoo.co.jp

２

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
下記の内容に関心のある方、ご連絡お待ちしています！
電話：０３－５７９０－０５０５

はじめの一歩

作業所へ通所するための

送迎ボランティアを募集しています！！
渋谷区内には知的障害・身体障害のある方が通所している作業所が６か所あります。
ボランティアセンターでは、ここ１年くらいの間に、ご家族等からこんな相談を受けています。
体調が悪くなり、子どもの送迎が辛
くて困っている・・・
グループホームに入るけど、作業所
まで一人では通えない・・・
送迎ボランティアの活動は自宅と福祉作業所の往復の活動です。週２～３日だったり、毎日
だったり、その方によって違いますが、一人のボランティアさんだけでは支えられません。
時間は、平日の朝と夕方の３０分～１時間くらい、週に１回でも、朝夕のどちらかでも、
空いている時間に送迎ボランティアをして下さる方を募集します。
送迎のボランティアをしてくださる方、興味のある方、もう少し詳しく聞いてみたい方は
ボランティアセンターまで、気軽にお問い合わせください。

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。

『ホセ・ムヒカの言葉～世界でもっとも貧しい大統領～』

（佐藤 美由紀 著

双葉社

2015）

ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、ホセ・ムヒカさんは南米の国ウルグアイの第 40
代大統領です。この度、ボランティアセンターの新しい図書に加わり、たくさんの方に読んでいただ
けたらなと思います。
「貧乏な人とは、少ししかものを持っていない人ではなく、無限の欲があり、い
くらあっても満足しない人のことだ」と、人の心を動かす言葉のつまった一冊です。

『えほん 障害者権利条約 ～わたしたちぬきでわたしたちのことをきめないで～』
（ふじい かつのり 作 ・ 里 圭 絵 汐文社
2015）
障害者権利条約は 2006 年 12 月 13 日に国連で生れました。日本の批准は 2014 年です。このえほんの
中では障害者権利条約を「ぼく」として、この条約がどんな思いで作られどうやって世界中に広がり、
なぜ日本では 8 年もかかったのか？そして、この条約をみんなで守り育てていくことを、伝えていま
す。あたたかみのある版画もみどころです。

３

助成情報
ＪＴ ＮＰＯ助成事業 ～地域コミュニティの再生と活性化にむけて～
NPO 助成にあたっては、地域社会を支えている人々や次世代の社会を担う人材を対象とし、地域と一体
となって「地域コミュニティの再生と活性化」に取り組む事業を支援します。なお、活動分野は問いません
が、それぞれの地域社会において重要な課題に取り組む活動を推奨いたします。
【募集締切】10 月 20 日（木）
【10 月 20 日必着】
【助成対象】申請事業に関わる事業費および人件費
【助成件数】45 件程度。1 件あたり年額最高 150 万円まで
【決定時期】書類審査面談等を実施し、社外有識者を中心に構成する「NPO 助成プログラム推進委員会」
の審議を経て、平成 29 年 3 月中に文書にて通知します。
【応募書式】応募書類は、下記ホームページよりダウンロードまたは郵送による取り寄せとなります。
https://www.jti.co.jp/csr/contribution/social/npo/entry/index.html
【応募方法】応募書類および添付書類を事務局宛に郵送
【問 合 せ】日本たばこ産業株式会社 ＣＳＲ推進部 社会貢献室
〒105-8422 港区虎ノ門 2-2-1 ＪＴビル
電話 03-5572-4290 FAX 03-5572-1443

コープみらい くらしと地域づくり助成
「コープみらい くらしと地域づくり助成」は、くらしや文化の向上、社会発展、地域の活性化をめざす
市民団体の 2017 年度の活動・事業に対して助成する制度です。
【助成対象】平成 29 年 3 月 21 日～平成 30 年 2 月末までの活動・事業
当該年度での助成は 1 団体について 1 件に限ります。
活動・事業計画が他団体の助成と直接重複する場合は助成できません。
団体への助成回数の上限は 2 回とします。助成を一度受けた団体は、次年度以降に応募がで
きます。
【助成金額】1 団体につき原則として 10 万円を上限に、活動・事業計画予算額の半分を助成します。
【応募期間】10 月 3 日（月）～11 月 11 日（金）当日消印有効
【応募方法】
「応募要項・用紙」は下記のいずれかの方法にて入手できます。
コープみらいホームページからダウンロード http://mirai.coopnet.or.jp/
コープみらい各都県本部の「社会貢献活動助成金」事務局へ送付依頼
【助成決定】平成 29 年 2 月中旬
【問 合 せ】生活協同組合コープみらい 東京都本部 参加とネットワーク推進室
「社会貢献活動表彰・助成金」事務局
〒164-0011 中野区中央 5-6-2
電話 03-3382-5665（9 時～17 時半 日祝休み）
FAX 03-5385-6035 E-mail:tokyo_kouhou@coopnet.or.jp

ボランティア･市民活動助成ガイドブック 2016-2017 発売中！
東京ボランティア・市民活動センターにて「助成ガイドブック」を発売中です。最新の情報も含め、ボラ
ンティア・市民活動を支援する 102 の助成団体と 5 つの表彰事業、8 つの融資事業を、募集要項や申請書の
見本も収録しながら紹介。申請書類の様式や助成金申請のためのトピックス、「助成金申請の 5 つの基本」
や「助成を受けた次の年」内容を改編し掲載しています。一冊 864 円（税込）。購入につきましては下記へ
ご連絡をお願いいたします。
【問合せ】東京ボランティア・市民活動センター 電話 03-3235-1171
ホームページ

http://www.tvac.or.jp
４

イベント＆ニュース
第 8 回はぁとぴあ祭開催

若草寮を支える会 第 8 回バザー

今年で8回目を迎えた、はぁとぴあ祭です。
【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

‐寮生の自立を支援するために‐
新鮮野菜、手作り小物、衣類、雑貨、食器類他、
笹塚中学おやじの会のみなさんが作る焼きそば、

あ原宿（神宮前3-18-37）
【内

福祉作業所ふれんどの自主製品等の販売など

容】音楽ライブ・参加団体の手作り品販

※バザー用品を集めています。

売・工房の作品販売・バザー・ゲーム

電気製品、書籍類はご遠慮ください。

コーナー・模擬店など

■食品は缶詰、ビン詰（賞味期限内）

※車でのご来場はご遠慮下さい。

■衣類は新品またはそれに近いもの（クリーニン

【問合せ】☎ 5412-0050（渡部・平井）

グ済）でお願いします。
■日用品は未開封のもの
10 月 19 日（水）～21 日（金）に若草寮にお持

地域フェスティバル
第 36 回「ふるさとまつり」

ちいただくか、お送りください。
（送料のご負担
をお願いします）

今年もこの季節がやってきました。楽しいプロ

【日 時】10 月 22 日（土）10:30～15:00

グラムがいっぱいです！模擬店、バザー、イベン

【場 所】第一会場：六号坂上公園（雨天決行）

ト、ゲームコーナー、ぜひお出かけください。
【日

時】10 月 16 日（日）11:00～15:00

【場

所】総合ケアコミュニティ・せせらぎ

第二会場：若草寮コミュニティホール
【主 催】幡ヶ谷町会、若草寮を支える会
【協 催】若草寮

（西原 1-40-10）

【問合せ・用品送り先】児童養護施設 若草寮

【問合せ】青少年対策西原地区委員会

幡ヶ谷 3-4-9

☎ 080-5682-7944（神野志）

☎ 3377-6445（小谷）

ささはたカフェ

第 21 回つばさまつり

誰でも気軽に立ち寄れるカフェ。

つばさ会主催のバザーやコンサート等、楽しい

お茶を飲みながら楽しくおしゃべりしませんか？

内容が盛りだくさん！

どなたでもお茶が無料で飲めます。
【日

ご来場をお待ちしております。

時】10 月 17 日（月）11:00～15:00
11:30～

【日 時】10 月 22 日（土）11:00～14:00

「保育園うさぎとかめ」の

開会式 10:45 から

子どもたちによる歌の披露
12:00～

【場 所】渋谷区生活実習所

マッサージ体験

（幡ヶ谷 3-39--1）

孫の手倶楽部
14:00～
【場

つばさ

【内

容】活動内容紹介、実演・体験コーナー、

唱歌、演歌を一緒に歌おう！

カレーコーナー（数量限定）、つばさパ

所】
「笹塚いこいの場」笹塚十号通り商店街

ン、製品販売・コンサート、バザーほ

事務所（笹塚 2-41-17）

か
※車でのご来場はご遠慮ください。

【問合せ】ささはたカフェ運営委員会

【問合せ】生活実習所つばさ

渋谷区ケアステーション笹幡地域包括

☎ 3378-1150 FAX 3378-1551（羽田）

支援センター ☎ 5365-1611

５

ボランティア室 情報
開室時間

地区ボランティアアドバイザーが
イベントに出店します！

１３：３０～１６：３０

（相談やボランティア保険受付は１６:００まで

祝日はお休みです。）

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

ひがし健康プラザボランティア室
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 26 日おしゃべりサロン
アドバイザー 大澤・大塚・岡・多田・早川・柳瀬

ケアコミュニティ・原宿の丘ボランティア室
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・閏間・坂本・鹿濱・永井

ケアステーション・笹幡ボランティア室

◆10 月 15 日（土） 「第 7 回 はぁとぴあ祭」
【時 間】10:30～15:00
【場 所】はぁとぴあ原宿（神宮前 3-18-37）
【内 容】オリジナルカレンダー作り
ボランティアセンターＰＲ
◆10 月 16 日（日） 「第 36 回 ふるさとまつり」
【時 間】11:00～15:30
【場 所】総合ケアコミュニティせせらぎ
（西原 1-40-10）
【内 容】肉まん、あんまん販売
ボランティアセンターＰＲ

表彰されました。
9 月 16 日に開催された「平成 28 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櫻井マツ江さ
んが表彰されました。
櫻井さんは、高齢者の
生きがい活動としての絵
画教室のサポートや居場
所づくりなど、長年ご活
動されています。おめで
とうございます。

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 磯野・大澤・櫻井・黛・武藤

しゃべり場を開催しました。

せせらぎボランティア室で 9 月 6 日に地域
交流会 しゃべり場を開催しました。株式会社東京電
総合ケアコミュニティ・せせらぎ
力エナジーパートナーの社員を講師にお招きして「電
ボランティア室
力自由化について」お話し
いただきました。後半は、
場 所：西原 1-40-10 2 階
参加いただいた皆さんと交
開室日：火・金曜日
流し、和やかな時間となり
電 話：03-5790-0505
アドバイザー 新井・上瀧・小竹・砂長・平島・森島 ました。

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～先日、宮城県へお墓参りに行ってきました。どこまでも続く金色の田園風景
に「実るほど、頭（こうべ）を垂れる稲穂かな」と呟きながら、「人間、偉くなっても偉ぶっ
ちゃいかんよね」と高校時代の友人の言葉を重ね合わせていました。獲れたての新米と庭の野
菜をスーツケースに詰め込んで、東京より一足早い秋をお持ち帰り。（か）

６

