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傾聴ボランティア講座
（全 3 回）を開催します。
傾聴ボランティアの心構えや傾聴の基礎を
学び、今後の活動にいかしてみませんか？
ボランティア活動をしたことのない方、してみたいけ
ど何から始めたら…という方も、ぜひご参加ください。

６月２７日（火）

２０１7 年 6 月５日発行

７月５日（水）
・１９日（水）
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１４：００～１６:００
※７月６日～１８日の間に、施設で傾聴体験を行い
ます。（1 回）
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内 容：講義「傾聴ボランティアとは」
ロールプレイ（聴き方体験）等

はじめの一歩、助成金情報
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）
図書紹介

講 師：NPO 法人 KeiCho ネット
理事長

武藤 圭子氏

場 所：総合ケアコミュニティ・せせらぎ
2 階大会議室

今月のボラ選

対 象：傾聴ボランティアに関心のある方

≪せせらぎまつり≫

5 月 14 日、
「第 18 回せせらぎまつり」が好天のもと、
行われました。来場者は 4,800 人。
参加団体には障害者作業所の自主製品の販売をはじ
め、模擬店、展示、発表など様々な形で交流が行われ
ました。
開催にあたっては、実行委員会、地域のボランティ
アから、代々木中
学校、大学生ボラ
ンティアなど多く
のみなさんのご協
力をいただき、世
代を超えた人たち
が関わる「せせら
ぎまつり」になり
ました。
協力頂いた全て
のみなさん、あり
代々木中学校美術部の絵に、せせらぎデイサービ
スのみなさんが作ったハートを来場者に貼って がとうございまし
もらい「せせらぎ」の文字が出来上がりました。
た。

6 月ぼらせんカレンダー

定 員：30 人（先着順）
参加費：500 円（資料代）
申込み：ボランティアセンター

予告！

２０１７夏・体験ボランティア
今年も夏・体験ボランティアを行います。
受付期間：6 月 27 日（火）～7 月 22 日（土）
説 明 会：7 月 26 日（水）15：00～
7 月 29 日（土）10：00～
詳細は 7 月号の情報紙またはセンターホームページ
（http://www.vcshibuya.jp/）でお知らせします

２１日 せせらぎまつり実行委員会
２２日 笹幡Ｖ室連絡会
２７日 夏・体験Ｖ受付開始
傾聴Ｖ講座
せせらぎＶ室連絡会
２９日 Ｖセンター運営委員会

【Ｖ＝ボランティア】
２日 Ｖアドバイザー全体連絡会
１２日 まつり広報部会
１３日 まつり広報部会
(株)中村屋福祉体験研修
１９日 ひがし V 室連絡会

≪問合せ≫

全 3 回の講座と施設体験に参加できる方

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

東２丁目グループホーム在住
３０代女性

富ヶ谷２丁目在住 ３０代女性

個人

個人

話し相手をしてくださる方を探し

知的障害があり、区内作業所に通所

ています。移動の際には電動車いすを

しています。グループホームから作業

使用しています。
■活動内容：話し相手

所までの送迎をしてくださる方を募集しています。

■活動日時：相談の上 月 1～2 回 2 時間程度

■活動内容：グループホームから作業所までの送迎

■活動場所：自宅周辺（自宅以外を希望）

■活動日時：①送り：火・水曜日
8:00 グループホーム→作業所

■その他 ：ゆったりとしたペースで一緒に時間を
過ごしてくださる女性（できれば同年

②迎え：月～木曜日

代ぐらいの方）を希望します。

16:00 作業所→グループホーム
※送り迎えどちらか、週 1 回でも結構
です。特に水曜日を募集しています。

幡ヶ谷の作業所に通所

個人

■活動場所：グループホーム（東）から作業所(笹塚)

４０代男性

までバスを乗り継いでの送迎。

作業所から帰る時にサポートをし

■その他

：明るくて人なつこい女性です。交通費

てくださる方を募集しています。

支給。

■活動内容：作業所からバス停までの送り
（徒歩 10 分くらい）

ボランティア募集の情報掲載について

■活動日時：月、火、木、金曜日の 14 時
※週１回でも結構です。
■活動場所：作業所（幡ヶ谷）から、水道道路の
バス停まで。

掲載をご希望の方は、毎月 20 日までに掲載希望内容
（活動内容、日時、場所、問合せなど）を FAX・E メール・
郵便のいずれかにてお送りください。なお紙面の都合によ
り掲載できない場合もございますので、ご了承ください。

■その他 ：男性を希望します。

地域支え合い活動 助成プログラム 明治安田生命保険相互会社
【助成対象】

市民参加型を基本としたボランティア団体・ＮＰＯ等の非営利団体が行う活動（配食サー
ビス、会食サービス、孤立予防のための居場所運営、生活助けあい運動、見守り活動など）
で、助成内容に応じ以下の条件を満たすもの。行政等から全面的委託を受けている事業や
介護保険事業は含みません。

【助成内容】 ①活動立ち上げ資金の助成：近い将来活動を始める具体的な計画があること
②備品購入資金の助成：現在の活動において必要な備品が不足しており、この助成により
運営が円滑化・活性化されること
【助成金額】 ①上限 15 万円
②全国老人給食協力会会員団体 上限 30 万円
その他の団体 上限 15 万円
【申込締切】

6 月 30 日（金）必着

【申込方法】

所定の申込書に必要事項を記入し、添付資料を添えて郵送してください。申込書は下記へ
請求、または、ホームページ（http://www.mow.jp）よりダウンロードして下さい。

【問 合 せ】 一般社団法人全国老人給食協力会 事務局
〒158-0098

世田谷区上用賀 6-19-21 ☎03-5426-2547 FAX03-5426-2548

２

イベント＆ニュース
第９回 ワークささはたまつり 開催！！
今年の目玉企画はダンスタイム！SAM さん主宰ダンススクールのインストラクターとして活躍中の
ORIE さん率いるスペシャルユニットによるダンスタイム！いつも通り模擬店やバザー、その他色々なプ
ログラムをご用意して、皆さんをお待ちしております！！ぜひみなさんご来場ください。
【日

時】6 月 10 日（土） 10:00～15:00

【場

所】ワークささはた（笹塚 3-48-1-1 号棟）

【内

容】手作りパン、バザー、ゲーム、屋台、作業所作品販売など

【問合せ】NPO 法人 あさのはネットワーク ワークささはた ☎ 03-3376-8924

地域交流事業 わんさか渋谷まつり 2017
地域の交流の輪をつくることを目的としたイベントです。おもしろ企画が満載！ぜひ遊びに来てね！
当日ボランティアも大募集中！詳細はお問い合わせください。
【日

時】6 月 18 日（日）12:00~16:00

【場

所】リフレッシュ氷川 1 階集会室ほか（東 1-26-23）

【参加費】500 円
【問合せ】NPO 法人ぱれっと たまり場ぱれっと

☎03-5766-7304

E-Mail tamariba@npo-palette.or.jp

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？どなたでも無料でお茶が飲めます。
【日

時】6 月 19 日（月）11:00～15:00
11:30～「保育園うさぎとかめ」の子どもたちの歌
十号

11:45～「笹塚第二保育園」の子どもたちの歌

いこいの場

12:00～13:30「施術体験してみませんか」
14:00～ 福祉作業所「ふれんど」によるハンドベル演奏
【場

所】
「十号いこいの場」
（笹塚十号通り商店街事務所

笹塚 2-41-17）

【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

児童養護施設若草寮
第 9 回記念講演会

☎03-5365-1611

若草寮を支える会

私の出逢った子どもたち

【日

時】6 月 24 日（土）13:30～15:00

【場

所】若草寮コミュニティホール（幡ヶ谷 3-4-9）

【講

師】相川 良子 氏（NPO 法人ピアサポートネットしぶや理事長）

【参加費】無料
【問合せ】児童養護施設 若草寮 ☎ 03-3377-6445（小谷）
※今年度はバザーを 10 月 29 日（日）に行います。引き続き、ご協力、ご参加をお願いします。

３

ボランティア室 情報
開室時間

ボランティアアドバイザーも
「せせらぎまつり」に参加しました

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。）

5 月 14 日（日）の「せせらぎ
まつり」で、ボランティアアド

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

バイザーの活動や、ボランティ
ア室の PR、ボランティア活動
の相談コーナーを設けました。
たくさんの方に立ち寄ってい

アドバイザーブース

ただきました。

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：7 月 3 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

ボランティア活動相談

活動紹介パネル

貸出図書のご案内

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

『見てる、知ってる、考える』
（中島 芭旺 著 サン
マーク出版 2016）
著者は 10 歳（現在 11 歳）。子ども
ならではの目線。子どもとは思えな
い表現。92 の短い文章からたくさん
の気づきが得られることでしょう。
今でもツイッターやブログで発信
しています。
ツイッターアカウント：@bao829
『フードバンクという挑戦』～貧困と飽食のあいだで
～（大原 悦子 著 岩波書店 2016）
今話題のフードバンクという言葉。
もともとの活動は 40 年以上前にアメ
リカから始まった。食べられるのにラ
ベルの印字ミスや凹んだ缶詰。企業か
ら出る大量の「食品ロス」その一方、
貧困で食べられない子どもたち。双方
をつなぐフードバンクが日本で始まっ
たのが、15 年前。全国に活動が広がっ
てきている。活動者の思いや実践の中から見えてきた
課題についても触れられています。

ケアステーション・笹幡ボランティア室
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

総合ケアコミュニティ・せせらぎ
ボランティア室
場 所：西原 1-40-10 2 階
開室日：火・金曜日
電 話：03-5790-0505
その他：8 月のトク、トク、トークはお休みです。
アドバイザー 新井・上瀧・小竹・砂長・平島・森島

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～ 「せせらぎまつり」は、大勢の来場者で賑わった福祉祭りとなりました。前日
は、大変な豪雨で準備をすることが難しかった中、大変多くの方に支えられて、無事開催すること
ができました。実行委員、ボランティア、参加団体のみなさんご協力ありがとうございました！（い）

４

