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申込・問合せ：しぶやボランティアセンター   
電 話 ５４５７－２２００ ＦＡＸ ３４７６－４９０４ メール vc-shibuya@tokyo.email.ne.jp 

【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】 

１日 Ｖアドバイザー全体連絡会 

 １１日 建国記念の日（センターはお休みです） 

１４日 中幡小学校 福祉体験授業 職員派遣 

１８日 ひがしＶ室連絡会 

１９日 神宮前小学校 福祉体験授業 職員派遣 

２０日 知的障がい理解講座 

２１日 Ｖセンター運営委員会 

２６日 せせらぎＶ室連絡会 

２７日 慶應幼稚舎 車いす体験授業 職員派遣 

２８日 笹幡Ｖ室連絡会 
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知ってみよう、 

知的障がい者の気持ち 

こんなときどうして欲しい？ 
 
知的障がいや自閉症、ダウン症の方の特性を、疑似体

験を通して理解するワークショップです。 
 

【日 時】２月２０日（水） 

１０：００～１２：００ 

【場 所】総合ケアコミュニティ・せせらぎ 大会議室 

（西原１-４０-１０） 

【内 容】知的障がい・自閉症・ダウン症の疑似体験

プログラム（ワークショップ） 

【講 師】知ってほしい！わかってほしい！しぶはち隊

渋谷区手をつなぐ親の会 

     疑似体験キャラバン隊「Ｗｉｎｄｓ」 

新宿区手をつなぐ親の会 

【対 象】区内でボランティア活動ができる人 

【定 員】３０人 

地域交流会しゃべり場                        ケアコミュニティ・原宿の丘ボランティア室 

こけ玉作りにチャレンジ 
 

【日 時】３月４日（月） １３：３０～１５：３０ 
【場 所】ケアコミュニティ・原宿の丘 会議室Ａ（神宮前 3-12-8） 

【内 容】・こけ玉作り 

・参加者交流 

【講 師】マミフラワー講師 鈴木 ゆき さん 
【参加費】５００円                【定 員】２０人（２/２０～受付 先着順） 

【持ち物】・花きりばさみ（あれば）  ・汚れても良い服装でおこしください 

【対 象】区内在住、在勤、在学の方優先 
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第２０回せせらぎまつり 

 参加団体募集！ 合言葉は「せせらぎへ行こう！」 

【日時】 2019年 5月 12日（日）10時～15時 30分 

【場所】 総合ケアコミュニティ・せせらぎ 
 
■参加資格 

１ 日頃から福祉活動等を行い、せせらぎまつりの趣旨に賛同しともに盛り上げようとする団体 

であること。 

２ 当日に日頃の活動紹介を行える団体であること。（Ａ３用紙で、ポスターの作成と掲示をお 

願いします。） 

３ 政治、宗教を目的としない団体であること。 

 

■申込方法 

所定の参加申込書に必要事項を記入の上、FAX、メールまたは、せせらぎ 1階管理係窓口持参に

てお申込みください。 

詳しくは「第 20回せせらぎまつり参加団体募集要項」をご覧ください。 

 

■申込締切   3月 9日（土） 17時 必着 
  

■参加費     ①販売や有料の体験等を行う出店団体    １ 団 体 1,500円   

②その他の出店団体、発表団体     1団 体 1,000円   

 

■配布先 総合ケアコミュニティ・せせらぎ 1階管理係、渋谷区社会福祉協議会、図書館、社会 

教育館、出張所 ほか  

歳末たすけあい運動募金活用事業 

平成 31（2019）年度 渋谷区社会福祉協議会 福祉活動助成募集 
 渋谷区内における地域福祉活動の発展を図るため、福祉団体、地域団体及びボランティアグループ

の活動に対して、経費の一部（機材購入を含む）を助成します。 

【助成金額】 ①一般助成1グループ7万円（上限） 

②特別助成（はじめのいっぽ応援プラン）1グループ15万円（上限） 

③特別助成（あらたな福祉応援プラン）1グループ 20万円（上限） 

【助成対象】平成 31（2019）年 4月 1日～平成 32（2020）年 3月 31日の期間に実施する活動 

      渋谷区内で福祉活動を進めている団体が行う事業 

【申込方法】所定の申請書に記入し、必要書類を添付して、渋谷区社会福祉協議会地域福祉課までご

持参ください。 

【申込締切】平成 31（2019）年 3月 1日（金）17時 締切り 

【申請書配布先】渋谷区社会福祉協議会（区役所 2階）、総合ケアコミュニティ・せせらぎ 1階、各出

張所、各社会教育館、各図書館 ※渋谷区社会福祉協議会のホームページからもダ

ウンロードできます。 

【選考方法】申請書類にもとづき助成委員会審査のうえ決定します。（特別助成は面接あり） 

【問 合 せ】社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課 

〒150-8010 宇田川町 1-1 渋谷区役所 2階 

電話 03-5457-2200    FAX 03-3476-4904 ※月曜日～金曜日 
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有料老人ホームの 

ボランティア 

 
 「介護付き有料老人ホーム・グランレ

ーヴ渋谷」では、利用者と交流してくれる人を募集し

ています。施設担当者がしっかりとフォローしますの

で、初めての人もお気軽にご連絡ください。 

■活動内容：利用者の話し相手（傾聴ボランティア） 

■活動日時：午前、午後の週 1回から可。 

時間は応相談 

■活動場所：グランレーヴ渋谷（西原 1-32-8） 

■問 合 せ：グランレーヴ渋谷  

担当：藤野
ふ じ の

 ☎ 03-6804-8511  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 

☎ ０３－５４５７－２２００ 

 

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！ 

障がい 

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、傾聴ボランティア、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傾聴、②車いす清掃、③衣服の裁縫、

④草花の手入れ、⑤音楽や踊り等の披露 

■活動日時：平日、時間は応相談 

■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 

 

地域生活支援センターの 

ボランティア 

 
 「渋谷区精神障害者地域生活支援セン

ター さわやかるーむ」では、室内ゲーム（麻雀）

を利用者と一緒に楽しんで活動してくれる人を募集

しています。 

■活動内容：麻雀などの室内ゲームのお相手 

■活動日時：3月 15日（金）15：30～（1時間程度） 

■活動場所：地域生活支援センター（代々木 1-20-8） 

オープンスペース 

■問 合 せ：地域生活支援センター 

担当：川村
かわむら

 ☎ 03-3299-0100 

生活実習所の 

ボランティア 

 
 「生活実習所つばさ」では、障がいの

ある利用者と一緒に活動してくれる人を募集してい

ます。ボランティアが初めての人も大歓迎です！お気

軽にご連絡ください。 

■活動内容：（午前）ビーズ、機織り、和紙など手先を 

使った活動 

（午後）買い物やお散歩、行事など 

■活動日時：月曜～金曜 10:00～15:30 午前・午後の 

み可、週 1回から OK です。 

■活動場所：渋谷区生活実習所つばさ （幡ヶ谷 3-39-1） 

■問 合 せ：渋谷区生活実習所つばさ  

担当：大瀧
おおたき

、羽田
は ね だ

 ☎ 03-3378-1150  

障がい  

ボランティアセンターが 2017年 1月から参加し

ているアイシティ eco プロジェクト！皆さまからお

寄せいただきました、コンタクトの空ケース 4.9 ㎏

を 2019 年 1 月にコンタクトのアイシティに送付い

たしました。ご協力ありがとうございました！ 

ecoプロジェクトのご報告 
ecoプロジェクトとは？ 

使い捨てコンタクトレンズの空ケースを回収して

（財）日本アイバンク協会へ寄付する活動でコン

タクトのアイシティが行っています。 



４ 

                                
 

 

 

 

                            

                                 

  

 

  

 

 

 

 

                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。） 

 

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：080-7382-0505 

アドバイザー 紀伊・小竹・野口・平島・森島・横川 

 

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 2／4、3／4 

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  

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 

 

 発 行  

１月１１日せせらぎでの最後の業務が

終ってから、せせらぎボランティアセンタ

ーのお片付け。 

片付けても、片付けても出てくるいろい

ろなもの…古い情報紙を見つけては、若か

りし頃の職員の写真に、「若いね～」と笑っ

たり、昔を懐かしんだりしていると、片付

けの手が止まってしまいました。そんな感

じで楽しく片づけをいたしました。 

 片付けを終えた後の部屋は広々してい

て、せせらぎは広い！と改めて実感しまし

た。 

 せせらぎでは、本当に沢山の方に支えら

れ、ボラセンは地域に根付くことができま

した。 

現在はまだ、新しい庁舎に慣れず右往左

往しておりますが、新境地でもボラセンら

しさは忘れずに業務を行ってまいります

ので、ぜひ顔を見せに、、、冷やかしにいら

してください。 

ボラセン軌跡 
  
 
 
 
 

【開所時間】 月～金：8:30～17:00 
【住  所】 〒150-8010  渋谷区宇田川町 1-1 渋谷区役所 2階 
【電  話】 03-5457-2200 
【ＦＡＸ】  03-3476-4904 
【E－mail】 vc-shibuya@tokyo.email.ne.jp 
【 W e b 】  http://www.vcshibuya.jp/ 

ありがとう、せせらぎ 

こんにちは、渋谷区役所 

メールアドレスが変わりました！ 

区役所の中は、しぶやフォントが 

たくさん！ 

自然沢山のせせらぎの陽当たり

が恋しい… 


