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地域交流会しゃべり場
【笹幡ボランティア室】

2020 年東京 もうひとつのオリンピック

パラリンピックを知ろう!!
もうひとつのオリンピック「パラリンピック」が
2020 年に開催され、世界各国から集まるアスリ

２０１7 年 8 月５日発行

ートたちの熱い闘いが繰り広げられます。そこで、

【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

今回はパラリンピックについての知識を深めてみ
ませんか？是非ご参加ください！
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イベント＆ニュース／助成金情報
はじめの一歩
はじめの一歩／ボランティア室情報
（ボランティア室の開室日ほか）

13：30～15：00
【場 所】ケアステーション笹幡 4 階
【講 師】渋谷区オリンピック・パラリンピック推
進課職員
【内

地域交流会しゃべり場

ピック」について解説してもらいます。

【せせらぎボランティア室】
く

ら

容】2020 年に東京で開催される「パラリン

参加者交流

し

生活とマイナンバー

【定 員】20 人（先着順）
【参加費】無料

〈番号をつけられた私〉

【申込み】9 月 6 日（水）より電話にて、ボランテ

どんな時に使うの？

ィアセンターへお申し込みください。

きちんと扱わないと危険です！！
正しく使う方法を学びましょう。

【日

9 月 26 日（火）

時】

14：00～16：30
【場

所】総合ケアコミュニティ・せせらぎ
2 階大会議室

【講

師】やざきＦＰ事務所

【内

容】講義と参加者交流

矢崎

雅之

8 月ぼらせんカレンダー
氏

【Ｖ＝ボランティア】
１日～３１日 2017 夏・体験ボランティア
１１日 海の日（センターはお休みです）
２１日 ひがしＶ室連絡会
２４日 笹幡Ｖ室連絡会
２６日 せせらぎＶ室連絡会
９月１日 Ｖアドバイザー全体会

テーマ「マイナンバー」
【定

員】30 人（先着順）

【参加費】無料
【申込み】8 月 21 日（月）より電話にて、ボラン
ティアセンターへお申し込みくださ
い。

問合せ：しぶやボランティアセンター
電 話

５７９０－０５０５

ＦＡＸ ５７９０－７５２１

１

メール shibu-vc@u06.itscom.net

イベント＆ニュース
音楽会
＆
トーク

夏の終わりのコンサート By 鶴野峰子
国立音大声楽科卒業 さまざまなところで幅広いジャンルの歌や弾き語りで活躍中！
楽しい子育て話も大好評！迫力ある歌声とともにとても魅力的な人柄です。

－どなたでもお気軽にお越しください－
【日

時】8 月 24 日（水）14:00～15:30

【場

所】児童養護施設「若草寮」コミュニティーホール（幡ヶ谷 3-4-9）

ココ⇒

【参加費】無料
【問合せ】若草寮を支える会

03-3377-6445（小谷）

ひだまり-CAFÉ- 杜の風・上原
どなたでもお越しいただけます。お茶とお菓子を用意して皆さまのお越しをお待ちしています。
大好評！売り切れ必至！！はぁとぴあ原宿のクッキーと夏野菜販売もあります。
時】8 月 25 日（金）14:00～15:30

【日

第 1 部 代々木警察署による「渋谷区の防災について」
第2部

東大生・民族音楽サークルによる「南米音楽コンサート」

8 月 19 日（土）13：30～15：00 には「納涼祭」も開催します。
所】杜の風・上原 1F ロビー（上原 2-2-17）

【場

【問合せ】杜の風・上原 ☎ 03-6407-4233

上映会！「あい」～精神障害と向きあって～
この作品は、日々の生活に生き難さを感じている精神障害者のありのままの日常を
通して、彼らの苦しみや長いトンネルを抜けた先にある「希望」を見出していく姿を
知ってもらうことで、彼らが安心して暮らせる社会の実現と、精神障碍者に対する人
々の理解を深めることを願って製作された。
（チラシより抜粋）
【日

時】9 月 9 日（土）9:30 開場、10:00 上映

【場

所】総合ケアコミュニティ・せせらぎ 2 階大会議室

【参加費】無料・申し込み不要
【主

催】
「あい」上映会実行委員会 in 渋谷 NPO 法人絆の会・NPO 法人あさのは
ネットワーク・NPO 法人むつみ福祉会・NPO 法人渋谷神宮前

【問合せ】むつみ工房 ☎ 03-5351-9395（赤澤）

被災地支援・災害ボランティア情報
平成 29 年 7 月の豪雨により、九州地方北部と秋田県では大雨による被害が発生しています。
被災された皆さまには、お見舞い申し上げます。
広範囲での浸水被害や家屋の倒壊等の被害が出ています。災害ボランティアや救援物資の受け入れに
ついては、日々変化します。行動する前に最新の情報を確認することが大切です。また、義援金は、東
京にいながら支援する方法のひとつです。ボランティアセンターでも義援金の受付をしています。
【災害情報リンク】
◆「東京ボランティア市民活動センター」http://www.tvac.or.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

本町４丁目在住 ３０代男性

個人

高齢

知的障害があり、区内作業所に通所

特別養護老人ホーム入所者の
お話し相手

しています。作業所から帰るときのサ

特別養護老人ホーム「渋谷区美竹の

ポートをしてくださる方を募集して

丘・しぶや」に入所している高齢者
のお話し相手を募集しています。

います。
■活動内容：作業所から自宅まで送り届ける
（徒歩 20 分～30 分くらい）

■活動内容：入所者のお話し相手
■活動日時：月曜日～日曜日

（うち 1 時間程度）

■活動日時：月、火、水、木曜日の 16:00 頃から
30 分程度
■活動場所：作業所（笹塚 3 丁目付近）から

16:00～18:00

■活動場所：渋谷区美竹の丘・しぶや
■その他 ：月に 1 回からでも大丈夫です。

自宅（本町 4 丁目）まで

福祉施設等での
イベントボランティア
その他

■その他 ：明るくて、人なつこい方です。

「東京都ボランティアリーダー会グ

富ヶ谷２丁目在住 ３０代女性

個人

ループ」では、子どもや高齢者、障

話し相手をしてくださる方を探し

害者等を対象に、施設やイベントで、鉄道模型の

ています。移動の際には電動車いすを

運転会を行っています。その運営を手伝ってくれ

使用しています。

るボランティアを募集しています。

■活動内容：話し相手

■活動内容：鉄道模型を使用した体験型レクリエー

■活動日時：相談の上 月 1～2 回 2 時間程度

ションボランティア

■活動場所：自宅周辺（自宅以外を希望）

■活動日時：その都度相談

■その他 ：ゆったりとしたペースで一緒に時間を

■活動場所：区内、近隣の福祉施設等

過ごしてくださる女性（できれば同年

■その他 ：どなたでもご参加できます。
「ボランテ

代ぐらいの方）を希望します。

ィアを始めてみたい方」、「鉄道が好き
な方！」大歓迎です！
■詳細：http://www.tvr-group-in-tokyo.com/

幡ヶ谷の作業所に通所

個人

■問合せ：東京都ボランティアリーダー会グループ
大竹 ☎080-7960-1401

４０代男性
作業所から帰る時にサポートをし
てくださる方を募集しています。

ボランティアの募集依頼について

■活動内容：作業所からバス停までの送り
（徒歩 10 分くらい）

センターでは、ボランティア募集の情報発信を、

■活動日時：月、火、木、金曜日の 14:00

ホームページ、情報紙などで行っています。

※週１回でも結構です。

ご希望の方は、活動内容、

■活動場所：作業所（幡ヶ谷）から、水道道路の

日時、場所、問合せなどを

バス停まで。

ホームページ、電話、ＦＡＸ、

■その他 ：男性を希望します。

E メール、郵便で受け付け
ております。お気軽にご連絡ください！！

３

ボラセンカレンダー
「傾聴ボランティア講座」を開催しました
今年度も、傾聴をテーマに、ボランティア養成
講座を開催しました（講師 武藤圭子氏）
。
14 名の方が 3 日間の講義（6 月 27 日、7 月 5 日・
19 日）と、1 回の施設体験（特養やデイサービス）
を修了しました。
今後は、ボランティア希望者へのコーディネー
トを行っていく予定です。

ボランティア室 情報
ボランティアアドバイザーが、各ボランティア室で、ボランティア活動の相談を受けています！
ボランティア保険の受付も行っています。
開室時間 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。
）

地域イベントに出店しました！
「第 20 回初台地区ふれあいまつり」（7 月 23 日）
初台地区ふれあいまつりで、センターとボラン
ティア室のＰＲをしました。今年はボランティア
タイプ診断を行いました。多くの方に参加しても
らい、ボランティアのことを考えてくれるきっか
けづくりができたのではないかと感じています。
ボランティアタイプ診断は、センターでもでき
ますので、ぜひお立ち寄りください。

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

場 所：東 3-14-13 地下１階
開室日：月・水・金曜日 電話：03-3406-6252
アドバイザー 大澤・大塚・岡・多田・早川・柳瀬
お知らせ：おしゃべりサロン 8／7、9／4

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

総合ケアコミュニティ・せせらぎボランティア室

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

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 新井・上瀧・小竹・砂長・平島・森島
お知らせ：9／26 しゃべり場（テーマ：マイナンバー）
トク、トク、トークは 8 月お休み
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【開所時間】 月～金：9:00～19:00 土：9:00～18:00
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