
１ 

 

 

 

  

 

 

 

                          

  

                           

                             

 

 

 

                                         電 話 ５７９０－０５０５ 
≪問合せ≫ しぶやボランティアセンター   ＦＡＸ ５７９０－７５２１ 
                     メール shibu-vc@u06.itscom.net 
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6月ぼらせんカレンダー 
【Ｖ＝ボランティア】 

１日 Ｖアドバイザー全体連絡会 

   原宿の丘Ｖ室連絡会 

１１日 まつり広報部会 

１３日 まつり広報部会 

 １８日 ひがしＶ室連絡会 

傾聴ボランティア講座 
（全 3回）を開催します。 

 

ボランティアとして活動するた 

めの心構えや傾聴の基礎について 

の講義、ロールプレイを行いなが 

ら傾聴とは何かを学び、今後の活 

動にいかしてみませんか？ 

ボランティアしてみたいけど何から始めたら…

という人も、ぜひご参加ください。 

ボランティア活動をしたことのない人も大歓迎

です！ 

６月２７日（水）・ 

７月  ４日（水）・１８日（水） 

14：00～16:00 

※７月 5 日～17 日の間に、施設で傾聴体験を行いま

す。（1回） 

内 容：１回目 傾聴の理解と実習 

２回目 具体的な聴き方と実習 

（ロールプレイ） 

３回目 実習を体験しての振返りと 

傾聴の復習 

講 師：NPO 法人Ｐ.Ｌ.Ａ（パートナーシップ 

リスニングアソシエーション） 

小谷津 光子氏 

場 所：総合ケアコミュニティ・せせらぎ 

2 階大会議室 

対 象：傾聴ボランティアに関心のある人 

    全 3 回の講座と施設体験に参加できる人 

定 員：20 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 

２０日 Ｖオリエンテーション 

２１日 せせらぎまつり実行委員会 

２５日 夏・体験Ｖ受付開始 

２６日 せせらぎＶ室連絡会 

２７日 傾聴Ｖ講座 

２８日 Ｖセンター運営委員会 

    笹幡Ｖ室連絡会 

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】6 月 20 日（水） 

11:00～12:00 
【場 所】ボランティアセンター会議室 

     （西原 1-40-10） 

【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 
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2018夏・体験ボランティア 
今年も 8月に夏体験ボランティアを行います。参加を希望する人は早めの計画を！ 

【対 象 者】都内在住・在勤・在学の中学生以上で、参加者説明会に参加できる人 

【申込受付】6月 25日（月）～7月 21日（土）渋谷ボランティアセンターにて受け付けます。 

【参加者説明会】 

①7 月 25 日（水）15:00～ 総合ケアコミュニティ・せせらぎ大会議室（西原 1-40-10）または 

②7 月 28 日（土）10:00～ 勤労福祉会館 2階（神南 1-19-8） 

【参加費用】ボランティア保険代（300円～1,400円の各プランからいずれかを選択） 

    細菌検査代（乳幼児施設で活動する人は各自検査機関にて手続きが必要です。） 

※活動当日に結果を提示できない人は、活動を中止していただきます。ご注意ください。 

施設までの交通費は自己負担となります。活動先で別途昼食代等が必要な場合があります。 

みなさんの参加をお待ちしています！ 

ささはたカフェ 

誰でも気軽に立ち寄れるカフェで、お茶を飲みながら楽しくおしゃべりしませんか？ 

【日 時】6月 18日（月）11:00～15:00 

     ＜今回のイベント＞ 

     11：00～フラワーソープ作り（先着 15名） 

   11：45～歌「笹塚保育園」 

   13：00～サックス演奏 

       四万十新聞バッグコーナー 

 

【場 所】「笹塚十号坂いこいの施設」 

（十号坂商店街事務所 笹塚 3-19-3） 

【問合せ】ささはたカフェ運営委員会 

ケアステーション笹幡地域包括支援センター 

☎ 03-5365-1611 

 

イベント＆ニュース 

ボランティアセンターから 

 第 10回 ワークささはたまつり 開催！！ 

今年の目玉企画は三線ショー！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 9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、カレー、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 

ボランティアさん募集中 

6月 8日（金）13：00～20：00 

6月 9日（土）9：00～17：00 

上記の中からご都合の良い時間（各コーナーのお手伝

い）※昼食・交通費支給いたします 
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老人ホームのレクリエーション 

ボランティア 
 「トラストガーデン南平台」では、

入所者のレクリエーション活動（工作 

等）のお手伝いしてくださる人を募集しています。 

■活動内容：工作等の準備と後片付け 

■活動日時：毎月第 1 日曜日の 13:30～15:30 

■活動場所：トラストガーデン南平台（南平台町 9-6） 

■問 合 せ：有料老人ホーム トラストガーデン南

平台 担当：林 ☎ 03-5728-4181 

ハチ公前広場で写真の 

ボランティア 
 ハチ公前広場で海外からの旅行者な

どを対象に写真撮影のボランティアを

しています。小さなお子さんには折り紙 

をプレゼントしています。一緒に活動してくれる人を募

集しています。 

■活動内容：①撮影補助や希望者の誘導 

      ②折り紙（手裏剣を折ってください） 

■活動日時：火曜日を除く 10:00～12:00 

■活動場所：①ハチ公前広場 

      ②どこでも（折り紙は用意します） 

■問 合 せ：しぶやボランティアセンターまで 

イベント清掃ボランティア 

 OCEAN PEOPLES 2018 グリーン

ボランティア募集 

『OCEAN PEOPLES』は、海を愛す

る人たちのためのオーシャンフェスティバルです。 

 海には、食、音楽、スポーツ、観光など様々な文化

があり、共に様々な環境問題があります。 

そんな海を楽しみ、海を感じ、海について考え、 

海とつながるきっかけにあふれたフェスティバルが

OCEAN PEOPLES です。 

みなさまのご参加を心からお待ちしております！ 

※参加日を選択することができます。 ※シフトを組

んで活動するので、休憩時間はイベントを楽しんで頂

けます。） 

■活動内容：ごみ・資源分別の呼びかけ、資源回収と   

リサイクルその他各種準備など都合の 

合う日にご参加ください。お弁当付き 

■活動日時：7 月 7 日（土）、7 月 8 日（日） 

8:50～21:00 

■申込方法：申込みフォームは 

https://ws.formzu.net/fgen/S51073594/ 

イベントの詳細は 

http://oceanpeoples.com/ 

■締め切り：6 月末締め切り ※定員に達し次第〆切 

■応募資格：高校生以上・事前説明会への参加必須。 

参加できない場合はご連絡ください。 

【説明会】 第 1 回 6 月 21 日 19:00～ 

第 2 回 6 月 29 日 19:00～ 

いずれも、千駄ヶ谷区民会館 

 

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 

高齢 

その他 

老人ホームの音楽 

ボランティア 
 「トラストガーデン常盤松」では、

楽器演奏やコーラス、セミナーなど入 

居者様への披露。また、書道など一緒に行って楽し

んでくれる人を募集しています。 

■活動内容：楽器演奏、書道など 

■活動日時：月曜日、木曜日 14:00～15:00 

      その他の曜日・時間でも調整可能 

■活動場所：トラストガーデン常盤松（東 4-4-10） 

■問 合 せ：有料老人ホーム トラストガーデン常

盤松 担当：天河（あまかわ） 

      ☎ 03-5778-9886 

高齢 

折り紙 ‐手裏剣‐ 

その他の募集は、ボランティアセンターのホームページをご覧ください 

イﾍﾞﾝﾄ 

https://ws.formzu.net/fgen/S51073594/
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アドバイザー活動 PR パネル展示 

ボランティア室 情報 

  
 
 
 
 

 
 
【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 

 shibu-vc@u06.itscom.net 
 http://www.vcshibuya.jp/ 

しぶやボランティアセンター

 

 

場 所：神宮前 3-12-8  2階 ☎：090-2309-5917 

開室日：月・第 1、3金曜 相談受付時間：13:30～16:00 

アドバイザー 石田・閏間・坂本・鹿濱・永井 

お知らせ：開室日に折り紙ボランティアしませんか 

 

 

 

場 所：西原 1-40-10 2階  ☎：5790-0505 

開室日：火・金曜      相談受付時間：13:30～16:00 

アドバイザー 新井・上瀧・小竹・砂長・平島・森島 

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 ☎：3406-6252 

開室日：月・水・金曜 相談受付時間：13:30～16:00 

アドバイザー 大澤・大塚・岡・多田・早川・柳瀬 

お知らせ：7／2 おしゃべりサロン 13:30～ 

 

 

 

場 所：幡ヶ谷 2-21-9  4階  ☎：090-2307-7580 

開室日：月・木曜    相談受付時間：13:30～16:00 

アドバイザー 磯野・櫻井・黛・武藤・吉田 

 

 

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 
 

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 

5 月 13 日（日）の「せせらぎまつり」で、ボラン

ティアアドバイザーの活動や、ボランティア室の PR

のためパネル展示をしました。たくさんの方に立ち寄

っていただきました。また、屋内のスタンプラリーポ

イントや場内案内にもご協力いただきました。 

車いす体験授業に行ってきました 

5 月 23 日（水）に、車いす体験サポーターと一緒に慶應義塾幼稚舎 5 年生の、車いす体験学習を行いま

した。 

生徒たちは熱心に説明を聞いて積極的に体験に取り組んでいました。きょうの学習が、障がいのある人

や高齢者の理解やバリアフリーを考えるきっかけになると良いと思います。 

 

mailto:shibu-vc@u06.itscom.net

