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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～
ボランティア活動を始めたばかりの人、これか
ら始めようと思っている人、ボランティア活動に
関する質問に、ボランティアセンタースタッフが
お答えします。 ぜひご参加ください。
【日

時】

7 月 20 日（金）11:00～12:00
【場

所】総合ケアコミュニティ・せせらぎ 2 階
ボランティアセンター会議室

【参加費】無料
【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。

7 月ぼらせんカレンダー
【Ｖ＝ボランティア】
４日
６日
１１日
１２日
１６日
１７日
１８日
２０日

２１日
２２日
２３日
２４日
２５日
２６日

夏・体験Ｖ受付終了
初台ふれあいまつり参加
ひがしＶ室連絡会
せせらぎＶ室連絡会
夏・体験Ｖ説明会
せせらぎＶ室 しゃべり場
笹幡Ｖ室連絡会
２８日 夏・体験Ｖ説明会
２９日 原宿の丘盆踊りの夕べ参加

傾聴Ｖ講座②
Ｖアドバイザー全体連絡会
神南小学校福祉体験授業職員派遣
車いす清掃
海の日（センターはお休みです）
加計塚小学校車いす体験授業職員派遣
傾聴Ｖ講座③
Ｖオリエンテーション

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
２０１８夏・体験ボランティア
締め切りがせまっています。参加を考えている人はボランティアセンターまで！
【活動期間】８月１日（水）～３１日（金）
【募集人数】２００名（先着順）＜活動プログラムごとに定員あり＞
【申込締切】7 月 21 日（土）
＜8 月 1 日～7 日に保育園・乳児院で活動を希望する場合は７月１4 日までにお申し込み下さい＞

【参加者説明会】①7 月 25 日（水）15:00～ せせらぎ（西原 1-40-10）
②7 月 28 日（土）10:00～ 勤労福祉会館（神南 1-19-8）
※①か②いずれかの説明会に必ず活動者本人が出席してください。

【申し込みの注意】必ず本人が窓口に来て、参加申込を行なってください。
中学生・高校生は保護者の署名が必要です。

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】7 月 23 日（月）11:00～15:00
11:15～「幡ヶ谷第三保育園」の子どもたちの歌
11:30～「幡ヶ谷第二保育園」の子どもたちの歌
六号通り
商店街事務所

13:00～「にこにこ演芸会」
四万十新聞バッグコーナー
【場

所】六号通り商店街事務所（幡ヶ谷 2-52-3）

【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
☎ 03-5365-1611

初台地区ふれあいまつり
ひだまり-CAFÉ杜の風・上原

原宿の丘 盆踊りの夕べ

【日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。
時】7 月 23 日（日）10:00～15:00
【日 時】7 月 29 日（土）
・30 日（日）17:30～20:30
【場
所】初台青年館
【場 所】ケアコミュニティ・原宿の丘
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。
初台区民会館および緑道周辺
（神宮前 3-12-8）
ボランティアの募集もしています。お気軽にお問い合わせください。
【日

1-33-10）
時】7（初台
月 27 日（金）14:00～15:30
「どんぐりのド」のこども達と一緒に歌やリズムで
楽しむ体験型音楽会♪
思いっきり歌って動いてリフレッシュしませんか？

【場

所】杜の風・上原 1F ロビー（上原 2-2-17）

【問合せ】杜の風・上原 ☎ 03-6407-4233

２

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

老人ホームの音楽

高齢

ボランティア
「トラストガーデン常盤松」では、

特別養護老人ホームの
ボランティア

高齢

「あやめの苑・代々木」では、入居者

楽器演奏やコーラス、セミナーなど入

やショートステイのみなさんと共に簡

居者様への披露。また、書道など一緒に行って楽し

単な体操やレクリエーション行ってくれる人を募集

んでくれる人を募集しています。

しています。

■活動内容：楽器演奏、書道など

■活動内容：体操・レクリエーションボランティア

■活動日時：月曜日、木曜日 14:00～15:00

■活動日時：第 1・第 3 第 5 水曜日のいずれか（3 回
でも可）

その他の曜日・時間でも調整可能

10：00～11：30 の間で 3～40 分程度

■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

■活動場所：あやめの苑・代々木（代々木 3-35-1）

トラストガーデン常

■問 合 せ：特別養護老人ホームあやめの苑・代々木

盤松 担当：天河（あまかわ）

担当：藤田

☎ 03-5778-9886

☎ 3372-1103

ハチ公前広場で写真の
ボランティア
その他

高齢

ハチ公前広場で海外からの旅行者な

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、

どを対象に写真撮影のボランティアを

入所者のレクリエーション活動（工作

しています。小さなお子さんには折り紙

等）のお手伝いしてくださる人を募集しています。

をプレゼントしています。一緒に活動してくれる人を募

■活動内容：工作等の準備と後片付け

集しています。

■活動日時：毎月第 1 日曜日の 13:30～15:30

■活動内容：①撮影補助や希望者の誘導

■活動場所：トラストガーデン南平台（南平台町 9-6）

②折り紙（手裏剣を折ってください）

■問 合 せ：有料老人ホーム

■活動日時：火曜日を除く 10:00～12:00

トラストガーデン南

平台 担当：林 ☎ 03-5728-4181

■活動場所：①ハチ公前広場
センターでは、特技ボランティアの登録・情報

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

発信・紹介を行っています。
趣味やお仕事などで培った特技・知識・経験を活
かして、ボランティアとして活躍してみません
か？
たとえば・・・
「楽器・歌」，「踊り」，「囲碁・将棋」，「麻雀」，
「着付け」，「料理」，「手芸」，「植栽」

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

３

ボランティア室 情報
地域イベントに出店します！
ボランティアアドバイザーが、地域のイベントに参加して、活動 PR や相談を行って
います。ぜひお立ち寄りください。

◆７月２２日（日）

◆７月 28 日（土）・29 日（日）

「第 21 回
初台地区ふれあいまつり」

「第 20 回
原宿の丘盆踊りの夕べ」

せせらぎボランティア室では、ボランティア
相談 PR で参加します。
【時

間】10:00～15:00

【場

所】初台区民会館・青年館（初台 1-33-10）

原宿の丘ボランティア室では、ボードゲーム
とボランティア室の PR で 29 日に参加します。
【時 間】17:30～20:30

（29 日は 20：00 まで）

緑道公園、幡代小学校
【内

【場 所】ケアコミュニティ・原宿の丘

容】会場では鼓笛隊、けん玉、ベーゴマ、

（神宮前 3-12-8）

お化け屋敷、模擬店など
フードドライブ

【内 容】会場では、盆踊りやゲーム、模擬店

未開封・賞味期限１カ月以

など

上の家に眠っている食品があれば、
当日お持ち
ください。
（青年館 3 階）

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。
）

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：8 月 6 日 おしゃべりサロン
編み物、折り紙、切手整理

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
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・櫻井・黛・武藤・吉田

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
アドバイザー 新井・上瀧・小竹・砂長・平島・森島
お知らせ：8 月のトク、トク、トークはお休みです。

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
【 Ｆ Ａ Ｘ 】 03-5790-7521
【E－mail】 shibu-vc@u06.itscom.net
【 W e b 】 http://www.vcshibuya.jp/

４

