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電 話  ５７９０－０５０５ ＦＡＸ ５７９０－７５２１ メール shibu-vc@u06.itscom.net 

 
【目次】 

 

２ イベント＆ニュース 

３ はじめの一歩 

４ ボランティア室情報 

１０月ぼらせんカレンダー 
【Ｖ＝ボランティア】 

 

 ６日 Ｖアドバイザー全体連絡会 

    原宿Ｖ室連絡会 

９日 体育の日（センターはお休みです） 

１２日 夏・体験ボランティア報告会 

体験学習サポーター 
養成講座 

車いすの指導で活躍しませんか  

学校の授業で行われる「体験学習」で、車い

す体験のサポーターとして一緒に活躍してみま

せんか！ 

車いすの正しい操作方法を学び、子どもたち

に車いすを利用している障がいのある人や高齢

者の気持ちを理解してもらう。そんなボランテ

ィア活動です。ぜひ、ご参加ください！ 
 

【日 時】11 月 15 日（水） 
14：00～17：00 

 

【場 所】総合ケアコミュニティ・せせらぎ 2階 

大会議室 

 

【内 容】車いすの操作方法の講習と実地体験 
 

【対 象】受講後、学校の授業などでサポーターと 

してボランティア活動に参加出来る人 

 

【定 員】10人 

 

【参加費】無料 
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ボランティア 

      オリエンテーション 
 

～ボランティアをはじめるまえに～ 

ボランティアをこれから始めようと思っている

人、始めたばかりの人、ボランティア活動に関す

る質問に、スタッフがお答えします。 ぜひご参加

ください。 

【日 時】 

10 月 20 日（金）14:00～15:00 
【場 所】東江寺（広尾 5-1-12） 

【内 容】・ボランティアとは 

・活動の時、気を付けること 

・活動事例の紹介 

【参加費】無料 

お申込みはボランティアセンターへ 

１５日 ふるさとまつり 参加 

２０日 Ｖオリエンテーション 

２１日 はぁとぴあ祭 参加 

２３日 ひがしＶ室連絡会 

２４日 せせらぎＶ室連絡会 

２６日 笹幡Ｖ室連絡会 

 

お寺で 

次回予告 11月 20日（月）14:00～16:00 

ひがし健康プラザボランティア室 
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イベント＆ニュース 
若草寮を支える会 第 9 回バザー 

‐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、

福祉作業所ふれんどの自主製品等の販売など 

※バザー用品を集めています。 

電気製品、書籍類はご遠慮ください。 

■食品は缶詰、ビン詰（賞味期限内） 

■衣類は新品またはそれに近いもの（クリーニン

グ済）でお願いします。 

■日用品は未開封のもの 

10 月 25 日（水）～28 日（土）に若草寮にお持

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） 

【日 時】10 月 29 日（日）10:30～15:00 

【場 所】第一会場：六号坂上公園（雨天決行） 

     第二会場：若草寮コミュニティホール 

＆駐車場 

【主 催】幡ヶ谷町会、若草寮を支える会 

【協 催】若草寮 

【問合せ・用品送り先】児童養護施設 若草寮 

     幡ヶ谷 3-4-9 

     ☎ 3377-6445（小谷） 

第 9 回はぁとぴあ祭開催 

今年で9回目を迎えた、はぁとぴあ祭です。 

原宿ボランティア室も PR のため出店します。 

【日 時】10月21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】ステージ・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】☎ 5412-0050（渡部・平井） 

第 22回つばさまつり 

楽しい内容が盛りだくさん！ 

ご来場をお待ちしております。 

【日 時】10 月 28 日（土）11:00～14:00 

【場 所】渋谷区生活実習所 つばさ 

（幡ヶ谷 3-39--1） 

【内 容】活動内容展示、カレーコーナー（数量

限定）、つばさパン、製品販売・コンサ

ートほか 

※車でのご来場はご遠慮ください。 

【問合せ】生活実習所つばさ 

☎ 3378-1150（羽田） 

第 37回地域フェスティバル 

「ふるさとまつり」 

 今年もこの季節がやってきました。楽しいプロ

グラムがいっぱいです！模擬店、バザー、イベン

ト、ゲームコーナー、ぜひお出かけください。 

 せせらぎボランティア室も PRのため出店しま

す。 

【日 時】10 月 15 日（日）11:00～15:00 

【場 所】総合ケアコミュニティ・せせらぎ（西

原 1-40-10）及びスポーツセンター 

こども広場（西原 1-40-18） 

【問合せ】青少年対策西原地区委員会 

     ☎ 090-2782-6084（川西） 

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】10 月 16 日（月）11:00～15:00 

     11:00～ 下嶋みちお氏による「おいし

いお茶の煎れ方教室 

     11:30～ 保育園うさぎとかめ子ども

たちによる歌の披露 

     14:00～ 福祉作業所「ふれんど」によ

るハンドベル演奏 

【場 所】「笹塚いこいの場」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 ☎ 5365-1611 

災害義援金ありがとうございました 

九州北部大雨災害義援金 56,000 円 

皆さまからお寄せいただいた義援金は 9 月 14 日

に中央共同募金会へ送金しました。 
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はじめの一歩 次のボランティア募集に関心のある方は、ご連絡お待ちしています！ 
問合せ先がない募集は、センターにご連絡ください。☎ ５７９０－０５０５ 

障がい者施設のお手伝い 

ボランティア 
 すみれ工房（精神障がい者の就労支

援通所施設）では、事業所活動の充実 

を図っていくため、ボランティアを募集しています。 

■活動内容：お菓子の袋詰め、軽作業等 

※日によって活動内容が変わることがあります。 

■活動日時：月～金曜日 10：00～15:00 

※2時間以上でお願いします。その他応相談。 

■活動場所：すみれ工房（恵比寿南 2-23-12  

エビスサニービル 2階） 

■そ の 他：交通費補助あり（1回／500円） 

■問 合 せ：すみれ工房 担当：石垣 

 ☎ 6303-2441 

 ✉ sumire_koubou222@yahoo.co.jp 

障がい 

渋谷スポーツサポーター 

渋谷スポーツサポーター（ボランテ

ィア）を募集しています。 

■活動内容：練習の運営サポート、スポーツ観戦や

イベントのサポートなど 

■活動日・活動場所： 

 ①サンロッカーズ渋谷（Ｂリーグ）試合・設営等 

10 月 14 日（土）、15 日（日）、28 日（土）、29

日（日）青山学院記念館 

 ②ウィルチェアーラグビー練習会等 

10月 28日（土）、31日（火）、11月 1日（水）、

2日（木）、12日（日）、25日（土）スポーツセ

ンター等 

■募集条件：区内在住・在勤・在学で中学生以上の

人、区内の部活・サークルなどの団体 

■募集人数：個人・団体各 40人（先着） 

■参加費用：任意でユニフォーム代 1,000 円（※う

ち 500 円は、ボランティア活動推進の

ため、渋谷区社会福祉協議会に寄付） 

■申込方法・詳細：以下のホームページにアクセス 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/edu/koza 

■問 合 せ：渋谷区教育委員会事務局スポーツ振興

課事業調整主査 ☎ 3463-3296 

✉ sports-supporter@city.shibuya.tokyo.jp 

■協力：しぶやボランティアセンター 

 

その他 
 

福祉バザーのボランティア 
 福田会（児童養護施設や障害児入所

施設、高齢者入所施設を運営）では、 

しぶや区民の広場で、福祉バザーを出店します。 

■活動内容：バザー物品販売のお手伝い 

■活動日時：11月 4日（土）、5日(日)9:00～17:00 

 ※午前のみ、午後のみでも可。 

■活動場所：区民の広場内（代々木公園） 

■問 合 せ：福田会 担当：佐藤、高橋 

 ☎ 3400-4009 

 ✉ tokyohonin@fukudenkai.or.jp 

単発 

 

高齢者施設の 

車いす清掃ボランティア 
 渋谷区けやきの苑・西原（特別養護

老人ホーム、デイサービス）では、車 

いす清掃のボランティアを募集しています。 

■活動内容：車いす清掃のお手伝い 

■活動日時：毎週木曜日 13:30～14:30 

※ 毎週でなくても可。 

■活動場所：けやきの苑・西原（西原 2-19-1） 

■問 合 せ：けやきの苑・西原 担当：生活相談員 

 ☎ 5453-0515 

高齢 

こどもテーブルでの 

学習ボランティア 
 「なっつの木」で開催しているこど

もテーブルでは、学習支援をしてくれ 

るボランティアを募集しています。 

■活動内容：学習の時間・レクリエーションの時間

での支援、おやつタイムでの話し相手 

■活動日時：10月 18日（水）、11月 15日（水） 

13：00～17:00 ※遅刻・早退可。 

■活動場所：地域交流センター二軒家(本町 3-35-4） 

■そ の 他：交通費補助あり（1回／500円） 

■申込方法：以下のホームページからアクセス 

https://peraichi.com/landing_pages

/view/nattunoki 

児童 
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ボランティア室 情報 

  
 
 
 
 

ボランティアアドバイザーが、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 （相談や保険受付は 16:00 まで。祝日はお休みです。） 

 

 
 
【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 
【 W e b 】  http://www.vcshibuya.jp/ 

せせらぎボランティア室しゃべり場を開催しました！ 
「生活（くらし）とマイナンバー」（9 月 26 日） 

 

場 所：神宮前 3-12-8  2 階 

開室日：月・第 1、3金曜日 ☎：090-2309-5917 

アドバイザー 石田・閏間・坂本・鹿濱・永井 

お知らせ：10／21 はぁとぴあ祭参加 

 

 

場 所：西原 1-40-10 2 階 

開室日：火・金曜日 ☎：5790-0505 

アドバイザー 新井・上瀧・小竹・砂長・平島・森島 

お知らせ：10／6 トク・トク・トーク 14:00～ 

     10／15 西原ふるさとまつり参加 

ケアコミュニティ・原宿の丘ボランティア室 

 

 

総合ケアコミュニティ・せせらぎボランティア室 
 

 

場 所：東 3-14-13    地下１階 

開室日：月・水・金曜日 ☎：3406-6252 
アドバイザー 大澤・大塚・岡・多田・早川・柳瀬 

お知らせ：10／10、11／6 おしゃべりサロン 13:30～ 

 

 

場 所：幡ヶ谷 2-21-9  4 階 

開室日：月・木曜日 ☎：090-2307-7580 

アドバイザー 磯野・櫻井・黛・武藤 

 

ひがし健康プラザボランティア室 
 

ケアステーション・笹幡ボランティア室 
 

 発 行  
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今年のせせらぎボランティア室では、やざきＦ

Ｐ事務所の矢崎雅之様を講師にお招きし、マイナ

ンバーをテーマに「しゃべり場」を開催しました。 

先生からは制度に関する不安の声に対し留意

点の説明や、メリットを考えてマイナンバーカー

ドを作るようアドバイスがありました。また多く

の方は、最新の情報を知ることができ、意見交換

ができたことが良かったようです。 

 

 

福祉体験@上原中学校 

 9 月 9 日（土）11 日（月）区立上原中学校 3 年生が福祉体験を行 

いました。 

 「手話体験」ではトランスコスモス株式会社から、聴覚障がい者 

3 人と手話通訳士 1 人、「点字体験」では上原点字の会から 6 人、 

「盲導犬と暮らす方の講和」では、丸山さんと盲導犬が体験授業の講師を行いました。 

体験した生徒の感想は学校ホームページの上原中学校学年だより「明日檜（あすなろ）」第 18 号で

ご覧いただけます。http://home.j04.itscom.net/uehara-j/index.html 
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