２０１8 年 11 月５日発行
編集発行：社会福祉法人

【発行部数４０００部】

渋谷区社会福祉協議会しぶやボランティアセンター

ボランティアオリエンテーション

【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）

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。

１１月２０日（火）
１0：3０～１１：3０

ぼらせんカレンダー

【日 時】

【Ｖ＝ボランティア】
３日 文化の日（センターはお休みです）
５日 せせらぎＶ室見学会
８日 松濤中学校福祉体験学習 職員派遣
車いす清掃Ｖ
９日 Ｖアドバイザー全体連絡会
１５日 幡代小学校福祉体験学習 職員派遣
１９日 ひがしＶ室連絡会
２０日 Ｖオリエンテーション
２２日 笹幡Ｖ室連絡会
２３日 勤労感謝の日（センターはお休みです）
２５日 笹幡フェスティバル参加
２７日 せせらぎＶ室連絡会
Ｖセンター運営委員会

【場 所】東江寺
（広尾５－１－１２）

【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】１２月２０日（木）１０：３０～１１：３０
【場所】ケアステーション笹幡
（幡ヶ谷５-１-１２

ボランティア室

４階）

ボランティアセンターより
お知らせ

ラウンジせせらぎよりお知らせ

しぶやボランティアセンターは

１１月より第２日曜日も営業します！
通常営業日：毎週火曜日～土曜日
１０時～１６時
（１５時３０分ラストオーダー）
日曜営業日：１１月１１日、１２月９日、
１月１３日、２月１０日、
３月１０日

平成３１年１月１５日より区役所新庁舎に移転
いたします。詳細は次号でお知らせいたします。
【日

１月１５日（火）～

時】

【新住所】渋谷区宇田川町１－１

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

１

メール shibu-vc@u06.itscom.net

イベント＆ニュース
イベント

第 30 回 地域交流会

第 33 回かがやこう
愛と希望の運動会

広げよう！地域のふれあい
時】11 月 24 日（土）14:00～16:30

【日

さまざまな障がいのある人たちやその家族が

開場：13：30 ※入場無料

参加する運動会です。赤組、白組に分かれて競い

【会

場】幡ヶ谷区民会館（幡ヶ谷 3-4-1）

【内

容】歌や音楽を通して地域の人が集う音楽会

ます。見学・応援しに来てください。
【日 時】11 月 23 日（金・祝）

【出演団体】○女声合唱団「幸」○男声合唱団「秀声

9:30～15:30

会」○めだかの会○筝曲「八重の会」

【会 場】渋谷区スポーツセンター大体育室

○渋谷区身体障がい者団体「幡ヶ谷会」

（西原 1-40-18）

○若草寮○笹塚中学校吹奏楽部○笹中

【主 催】渋谷区、渋谷区障害者団体連合運動会

おやじバンド

実行委員会

【問合せ】児童養護施設 若草寮

【問合せ】渋谷区障害者団体連合会事務局

☎ 03-3377-6445（担当・小谷）

☎ 03-3401-7653

渋谷 papamama マルシェ 2018

第 26 回どきどきときめき展

渋谷区在住・在勤の方、0～3 歳児とその家族を対
象にした、渋谷区後援の子育て支援イベントです。

さまざまな障がいのある人たちの作品展で

☆Facebook「渋谷 papamama マルシェ 2018」で最

す。絵画、写真、手芸など丹精込めて制作した作

新情報配信中！

品をぜひご覧ください。ご来場をお待ちしてい

【日

ボランティア募集はＰ.3 へ

時】11 月 24 日（土）10:00～14:30

ます！！
【日 時】12 月 7 日（金）～11 日（火）

※入場無料
【場

10:00～17:00

所】児童青少年センター フレンズ本町

※最終日は 14:00 まで

（本町 6-6-2）
【内

【場 所】渋谷区文化総合センター大和田 2 階

容】子育て支援団体の紹介、子どもたちの
遊び場、パパ・ママ向け参加型イベント

ギャラリー大和田（桜丘町 23-21）

(事前申込制)

※入場無料

※駐輪場あり

【主 催】渋谷区、渋谷区障害者団体連合会

※車でのご来場はご遠慮ください。

【問合せ】渋谷区障害者団体連合会

【問合せ】渋谷 papamama マルシェ実行委員会

☎ 03-3401-7653

（E-mail）shibumamamarche@gmail.co

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

【主

催】東京都共同募金会

【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

【実

施】渋谷区社会福祉協議会

地域福祉課 ☎ 03-5457-2200

２

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
下記の内容に関心のある方、ご連絡お待ちしています！
☎ ０３－５７９０－０５０５

はじめてみませんか
高齢

ｉＰａｄの操作を教えてくださる
ボランティア

高齢

有料老人ホームに入居している高齢者

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」

に電話の掛け方、メール・ラインの文字入力や

では、洗濯物たたみや、利用者が洗髪後のドライヤー

返信方法、アプリの操作などを教えてくれる人を

かけを手伝ってくれる人を募集しています。

募集しています。

■活動内容：①洗濯物たたみ

■活動内容：８０代の女性に iＰaｄの操作を教えて

■活動日時：①相談の上

いただきます。

②月曜～土曜(応相談) 13：30～16：00

■活動日時：相談の上 月に１～２回 １時間程度

■活動場所：特別養護老人ホーム・パール代官山

■活動場所：トラストガーデン常盤松共有スペース

（鉢山町 3-27）

（東 4-4-10）

■問 合 せ：特別養護老人ホーム・パール代官山

■問 合 せ：トラストガーデン常盤松

担当：入江

あまかわ

担当：天河 ☎03-5778-9886

高齢

②ドライヤーかけ

特別養護老人ホームの
レクリエーションボランティア
「あやめの苑・代々木」では、入居者

やショートステイのみなさんと共にレクリエーショ
ンを行ってくれる人を募集しています。
■活動内容：ご利用者さんと一緒に音楽や歌を楽しん
だり、書道や絵を一緒にやっていただき
ます。

他

その

☎ 03-5458-4811

子育て支援イベントのボランティア
「渋谷 papamama マルシェ」では、イベン
ト運営に協力してくれる人を募集して

います。〈学生・社会人（18 歳以上）〉
■活動内容：【イベント当日まで】事前打合わせへの
参加
【イベント当日】○受付○会場設営、撤
収のお手伝い○イベント会場の案内
○ベビーカー整理○子どもの見守り兼
遊び相手○飲食スペース

■活動日時：相談の上、月に１～３回

■活動日時：11 月 24 日（土）9：00～16：00

10：00～11：00 または

※事前打合せについては問合せ時にお

14：30～15：30 の内 30～60 分程度

伝えします。

■活動場所：あやめの苑・代々木デイルーム

■活動場所：児童青少年センター フレンズ本町

（代々木 3-35-1）
■問 合 せ：特別養護老人ホームあやめの苑・代々木
担当：藤田 ☎ 03-3372-1103

（本町 6-6-2）
■問 合 せ：渋谷 papamama マルシェ実行委員佐藤昭宏
（E-mail）shibumamamarche@gmail.com

ボラセンの軌跡
車いすサポーター養成講座開催しました
（10 月 23 日）

ボランティア見本市開催しました（9 月 29 日）
今年度で 2 回目となるボ

福祉教育の一環として、区内の小

ランティア見本市。今回は

中学校の授業で、車いすの体験学習

地域交流センター恵比寿で

を実施しています。そのお手伝いを

開催されました。当日は生

していただくボランティア養成講

憎のお天気でしたが、70 名

座を開催し、１５名の参加がありま

にご来場いただきました！

した。

担当の人と直接お話しができることで、活動のイメー

車いすユーザーの人のお話を聞き、ど

ジがわいたという人も多かったのではないでしょう

ういった支援が必要かを聞き、せせらぎ

か。体験コーナーにもたくさんの人が集まりました♪
ということで、今後の活動に期待したいです。

周辺を実地体験。今後一緒に活動するの
が楽しみです。

３

ボランティア室 情報

１０／
05

ボランティアアドバイザー委嘱式を
行いました

せせらぎＶ室
地域イベントに出店しました！

『第 38 回ふるさとまつり』

今回新たに５名の委嘱を
行いました。新しいアドバイ
ザーと元からのアドバイザ
ーとともに委嘱式の後は、ボ
ランティア相談についての
研修会も行いました。
今回委嘱されたアドバイ
ザーは、これから２年間の任期で活動します。ボラン
ティア室が、地域のみなさんにとって、より身近な相
談窓口になるようがんばります。

原宿Ｖ室
地域イベントに出店しました！

『第 10 回はぁとぴあ祭』

10／
14

西原ふるさとまつりで、セ
ンターとボランティア室の
ＰＲをしました。
今年もボランティアタイ
プ診断を行い、約７０名に参
加いただきました。
診断を受けて、「そうなん
だ～！」
、
「やってみようかな！」といった声があがっ
ていました。この診断が新しい一歩を踏み出すきっか
けになれば嬉しいです。

１０／
２０

地域イベントに出店します

原宿の丘ボランティア室で
は、毎年カレンダーづくりで出
店させていただいています。
「去年も作った！」という人た
ちと恒例になりつつあります。
今年は、壁面をを活かしてＰＲ
も行い、足を止め見てくださる人も…カレンダーを作った
人にはボラセンシールを渡して、カレンダーに貼ってもら
いました。ゆっくりとした空間をこれからも大事にしてい
きたいと思います。

笹幡Ｖ室
◆１１月２５日（日）

「第２３回 笹幡フェスティバル」
【時間】１０：００～１５：００
【場所】渋谷区立笹塚中学校（雨天：体育館）
（笹塚３－１０－１）
【内容】ボランティアセンターPR

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 大塚・岡・越山・多田・早川・柳瀬
お知らせ：おしゃべりサロン 11／5、12／3
編み物・切手整理・折り紙 de ボランティア

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

総合ケアコミュニティ・せせらぎボランティア室

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・長谷川・黛・武藤・吉田
雑巾・切手整理 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

発
発 行
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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】
【住
所】
【電
話】
【E－mail】

月～金：9:00～19:00 土：9:00～18:00
〒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
03-5790-0505 【 Ｆ Ａ Ｘ 】 03-5790-7521
shibu-vc@u06.itscom.net 【 W e b 】http://www.vcshibuya.jp/

４

