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申込・問合せ：しぶやボランティアセンター   
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 はじめてみませんか（ボランティア募集） 

４ ボランティア室情報 

（ボランティア室の開室日ほか） 

ぼらせんカレンダー 
【Ｖ＝ボランティア】 

３日 情報紙発送Ｖ 

７日 Ｖアドバイザー全体連絡会 

１７日 ひがしＶ室連絡会 

１９日 ＪＩＣＡ 福祉体験学習 職員派遣 

２０日 Ｖオリエンテーション 

２０日 笹幡Ｖ室連絡会 

２４日 天皇誕生日（センターはお休みです） 

２５日 ＪＩＣＡ 福祉体験学習 職員派遣 

２５日 せせらぎＶ室連絡会 

 
１２月２９日～１月３日 
ボランティアセンターはお休みです。 

移転のスケジュール 

～平成３１年１月１１日（金） 

 １９：００ せせらぎにて通常業務 

平成３１年１月１２日（土） お休み 

平成３１年１月１５日（火） 

 ８：３０～新庁舎２階にて業務開始 
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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】１２月２０日（木） 

１１：００～１２：００ 

【場 所】ケアステーション笹幡 ボランティア室 

（幡ヶ谷２－２１－９ ４階） 

【内 容】・ボランティアとは 

     ・活動時に気をつけること 

     ・活動紹介        など 

＜次回＞ 
【日時】１月２１日（月）１４：００～１５：００ 

【場所】ケアコミュニティ・原宿の丘 ２階和室 

（神宮前３－１２－８ ２階） 

 

ボランティアセンターよりお知らせ 
しぶやボランティアセンターは、平成３１年１月１５日より区役所新庁舎に移転いたします。 

 

 
変更点（平成３１年１月１５日から） 

【住 所】渋谷区宇田川町１－１ ２階 

【ＴＥＬ】０３－５４５７－２２００ 

【ＦＡＸ】０３－３４７６－４９０４ 

【開室時間】 

 平日 ８：３０～１７：００ 

 土・日・祝・年末年始お休み 
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イベント＆ニュース 

 

イベント 

歳末たすけあい運動にご協力をお願いいたします 
渋谷区社会福祉協議会は、今年も町会自治会、民生児童委員の皆さま、区内商店会、企業等のご支援

をいただきながら、歳末たすけあい運動を実施してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

【運動期間】１２月１日～３１日 

「街頭募金」を実施します。 

日時：12 月 9 日（日）13:00～15:00 

場所：JR 代々木駅西口周辺、JR 恵比寿駅西口周辺、 

JR 渋谷駅西口周辺、渋谷駅マークシティ前周辺、 

京王線笹塚駅改札口周辺  

※天候状況により変更になる場合もあります。 

【主  催】東京都共同募金会  【実  施】渋谷区社会福祉協議会 

【協  賛】渋谷区 渋谷区町会連合会 渋谷区民生児童委員協議会 

【問 合 せ】渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課 ☎ 03-5457-2200 

 

ボランティア・市民活動支援総合基金  

「ゆめ応援ファンド助成」 
「ゆめ応援ファンド助成」（ボランティア・市民活動支援総合基金）は、ボランティア・市民活動の開

発・発展を通じて、市民社会の創造をめざすために、地域住民や民間団体のボランティア・市民活動に対

し必要な資金の助成を行います。12 月 14 日より募集受付を開始いたします。また募集要項および申請書

は、下記ホームページからダウンロードできます。 

【受付期間】 2018 年 12 月 14 日（金）～ 2019 年 1 月 31 日（木）  

※持込の場合は 1 月 31 日（木）17 時まで 

※郵送の場合は当日消印有効 

【助成金】 1 件につき原則として 50 万円以内 

※単年度助成（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日に実施するもの）と継続助成（3 年間 

までの継続的な事業）があります。助成の対象となる事業など、詳しくは募集要項をご確認 

ください。 

【問合せ】 東京ボランティア・市民活動センター ゆめ応援ファンド助成係 ☎ 03-3235-1171 

詳細はホームページから http://www.tvac.or.jp/ 

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。申し込み不要・参加費は無料です。 

ボランティアも大募集！ 

【日 時】12 月 28 日（金）14:00～15:30 

     六本木じろうさんによる「年忘れクリスマスコンサート」 

     クリスマスソングと紅白流行歌で盛大に盛り上がりましょう！ 

【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 

   

  
助成情報   
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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 

☎ ０３－５７９０－０５０５ 

 

はじめてみませんか 
下記の内容に関心のある方、ご連絡お待ちしています！ 

その他 

高 齢  高 齢  
複合型の社会福祉施設の 

ボランティア 
 「日本赤十字社総合福祉センターレク

ロス広尾」では、車いすの清掃、利用者との交流、イ

ベントのお手伝いをしてくれる人を募集しています。 

■活動内容：①車いすの清掃 ②麻雀の補助 ③傾聴 

④イベントのお手伝い 

■活動日時：①、③、④相談の上 

②月・火・水曜日の 13:00～14:15 

■活動場所：日本赤十字社総合福祉センター レクロ 

ス広尾（広尾 4-1-23） 

■問 合 せ：日本赤十字社総合福祉センター レクロ 

ス広尾 担当：新舛
しんます

 ☎ 03-6861-4800 

E-mail：t-shinmasu@hiroo.jrc.or.jp 

 

特別養護老人ホームの 

ボランティア 
 「特別養護老人ホーム・パール代官山」

では、洗濯物たたみや、利用者が洗髪後のドライヤー

かけを手伝ってくれる人を募集しています。 

■活動内容：①洗濯物たたみ ②ドライヤーかけ 

■活動日時：①相談の上 

②月曜～土曜(応相談) 13:30～16:00 

■活動場所：特別養護老人ホーム・パール代官山 

（鉢山町 3-27） 

■問 合 せ：特別養護老人ホーム・パール代官山  

担当：入江 ☎ 03-5458-4811 

東京グレートサンタラン 2018.12.23（日）＠明治神宮外苑 

運営ボランティア 大募集！ 
およそ 5,000名が冬の神宮外苑にサンタクロース姿で走るファンランです。収益金の一部を 

活用して国内外の子どもたちの医療支援を行います。 

■活動日時：12月 23日（日）9:00～16:00（集合 8:45） 

■活動場所：明治神宮外苑軟式野球場・一部サイクリングコース 

■活動内容：①受付 ②本部庶務 ③会場誘導 ④イベントステージ ⑤コース誘導 ⑥コミュニケーション 

ゾーン ⑦語学対応 ⑧ピープルツリー誘導  

※当日スケジュールなど、詳しくはフリー・ザ・チルドレン・ジャパンの HPをご覧ください。 

HP： http://ftcj.jugem.jp/?eid=2032 

※前日（12/22）の準備作業のお手伝いをお願いする場合がございます。（参加可能者のみ） 

■応募条件：中学生以上、日本語が話せること、野外での活動が出来ること 

（定員：中学生 30人まで、高校生・大学生・社会人 210人まで） 

■問 合 せ：認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン ☎ 03-6321-8948 E-mail：info＠ftcj.com 

申込みフォーム：https://ws.formzu.net/fgen/S90131743/ 

 

 

 

障害者差別解消法・心のバリアフリー講演会 

障害者差別のないまちを目指して 

～店舗や事業所に求められる「合理的配慮」とは～ 

【日 時】12月 14日（金）14:00～16:00（13:30開場） 

【場 所】美竹の丘・しぶや 2階 多目的ホール（渋谷 1-18-9） 

【内 容】基調講演、合理的配慮の事例紹介など 

【講 師】東洋大学ライフデザイン学部教授 髙橋儀平氏ほか 

【定 員】100人（先着順）参加無料 ※前日までに電話、FAX、メールで障害者福祉課へ 

【申込み】障害者福祉課福祉計画推進係 ☎ 03-3463-1922 FAX 03-5458-4935 

     E-mail：syoufuku_keikaku@city.shibuya.tokyo.jp 

 

 

  
  

  講演会 

http://ftcj.jugem.jp/?eid=2032
mailto:syoufuku_keikaku@city.shibuya.tokyo.jp
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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、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。） 

【開所時間】 月～金：9:00～19:00 土：9:00～18:00 
【住  所】 〒151-0066  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/ 

 

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 

雑巾・切手整理・折り紙 de ボランティア 

 

 

 

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 紀伊・小竹・野口・平島・森島・横川 

お知らせ：12／7 トク、トク、トーク 

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 電話：03-3406-6252 
アドバイザー 大塚・岡・越山・多田・早川・柳瀬 

お知らせ：おしゃべりサロン 12／3、1／21 

編み物・切手整理・折り紙 de ボランティア 

 

 

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・長谷川・黛・武藤・吉田 

雑巾・切手整理 de ボランティア 

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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 発 行  

地域イベントに出店しました！ 

『第２３回 笹幡フェスティバル』 

 笹幡Ｖ室 

笹幡ボランティア室は缶釣り

ゲーム、お休み処、ボランティア

室の紹介を行いました。 

缶釣りは、アドバイザーが企

画から準備まで楽しみながら考

えてくれました。 

釣り竿は菜箸、針はカーテンのフックとシンプルで素朴

な遊びでしたが、100 人を超えるこども達が参加してくれ

て、笑顔があふれていました。 

天候にも恵まれて、楽しくＰＲも行うことができました。 

 

ひがしＶ室  

 

原宿Ｖ室 
年末：～12/21 
年始：1/7～ 

年末年始開室日のお知らせ 

 

施設見学に行きました！ １１／ 
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10／ 

２７ 

１１／ 

２５ 

地域交流会しゃべり場を開催しました 

『心を豊かにする大人の色育講座』 今年の４月に新しく本町にできた高齢

者施設にアドバイザー１０名で見学にい

きました。 

ボランティア募集されるのは、１２月～

とのことでしたが、新しく広い施設にアド

バイザーも皆、関心が高いようでした。施

設見学を通し、ボランティア活動に関して

のネットワーク作りのきっかけとなれば

と思います。 

「色育講座」と聞き慣れない言

葉でしたが、沢山の方にご参加

いただきました。 

７色を使ってのワークショ

ップや、暮らしの中で色を意識

し、自分らしさを輝かせ、若々 

しさを目指すお話でした。ご参加いただいた皆さんの意

識が高く、今回の講座がちょっとしたビタミン剤になっ

ていたら嬉しいです。 

 

 
せせらぎＶ室 
年末：～12/25 
年始：1/8～ 

 

ひがしＶ室 
年末：～12/21 
年始：1/9～ 

 
笹幡Ｖ室 

年末：～12/20 
年始：1/10～ 

＜ラウンジせせらぎよりお知らせ＞ 

12月 26日（水）～1月 5日（土）まで、運営が

お休みとなります。再開は 1月 8日（火）10時

～です。皆様のお越しをお待ちしております。 


