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一般の方には手に入りにくい大王松と、豊作を願う花餅を使って、お正月飾りを作ってみませんか？

１２月２３日（月）１３時３０分～１５時３０分

【日

時】

【場

所】 ケアコミュニティ・原宿の丘

【内

容】

調理室（神宮前３－１２－８）

・大王松を使ってお正月飾り作り
・参加者交流、折り紙ボランティア体験

【講

師】 マミフラワー講師

【材料費】
【定

８００円

員】 ２０人（１１/２０～受付 先着順）

【持ち物】
【申

鈴木 ゆき さん

花きりばさみがある人は、お持ちください

込】 センター窓口または電話にて

申込先

しぶやボランティアセンター （渋谷区宇田川町 １－１ 区役所２階）

※月～金 ８時３０分～１７時 電話 ０３－５４５７－２２００

ぼらせんカレンダー
【Ｖ＝ボランティア】

被災地支援職員派遣報告
台風１５号の被害による現地支援として、１０月１４日から

１日 Ｖアドバイザー全体連絡会

１８日まで千葉県鋸南町社会福祉協議会災害ボランティアセ

２日、３日 くみんの広場参加（社協）

ンターの運営支援、ボランティア

６日 傾聴Ｖ講座③
７日 中幡小学校福祉体験授業 職員派遣
１７日 ありがとうフェスタ参加（ひがしＶ室）
１８日 ひがしＶ室連絡会
２１日 笹幡Ｖ室連絡
２４日 笹幡フェスティバル参加（笹幡Ｖ室）
２６日 せせらぎＶ室連絡会
２７日 傾聴Ｖ講座④

コーディネートの業務を行いまし
た。連日、多くの方々が瓦や家財
の運搬等何時間も作業をされてい
ました。こうした方々のおかげで
町は復興へと向かっています。
現地での活動を通して、多様なニーズへの対応力や日頃から
の住民同士のつながりの重要性を感じました。発災時には、今
回の運営支援の経験を活かしていきたいと思います。

１

※写真は活動前オリエンテーション

イベント＆ニュース
新国立競技場周辺のバリアフリー情報をいろいろなアプリを使ってみんなで集めよう！
「国土交通省が実施するバリアフリー情報収集に関する実証実験」への参加者を募集しています！
○日

時：１１月１７日（日）１３時３０分～１６時３０分

○場

所：日本青年館ホテル カンファレンスルーム ブルー（新宿区霞ヶ丘町４－１）

○対

象：どなたでも参加歓迎！
※バリアフリーに関する知識がない方、これまでアプリを使ったことがない方も歓迎！

○申込方法：イベントへの参加を希望する方は、ＱＲコードから参加申込フォームへアクセスし、
必要事項を入力の上、ご応募ください。（※１１月８日締め切り）
○問 合 せ：㈱ＮＴＴデータ経営研究所

いたがき

たか の

担当：板垣、高野

メール barrier-free2019@nttdata-strategy.com
※当日、お手伝いや情報保証が必要な方は、期限にかかわらず早めにご相談ください。
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただく可能性がございますのでご了承ください。

【参加申込フォーム】
https://forms.gle/
7rtGDS1htw5VoCwe8

※ご自身のスマートフォンに実証で使うアプリをＤＬしていただきます。

移動サービス（福祉有償運送）運転協力者募集！
移動サービスとは、車いすのまま乗車できる福祉車両を使用して、移動困難者の外出援助を行うサービスです。
○内

容：福祉車両運転による利用者の移送

○対

象：７０歳未満で、次のいずれかに該当する方
・第二種運転免許を持っている。
・第一種運転免許を持っていて、国土交通大臣が認定する講習を修了している。

○謝

礼：１時間８００円及び活動費として１回につき２００円

○問 合 せ：渋谷区社会福祉協議会

地域福祉課

電話 ０３－５４５７－２２００

～災害ボランティア情報～ 行動を起こす前に確認を！！

みなさんのご支援をお願いします

令和元年「台風１９号災害義援金」
被災地のボランティア受入などに

１０月１２日～１３日にかけて北上した

関する情報は下記のホームページで

台風１９号により、東日本各地の洪水や土

情報配信をしております。ぜひ、ご

砂崩れなどの災害が各地で発生しました。

確認ください。

【社会福祉法人

被災された皆さまに、心よりお見舞い申し
上げます。中央共同募金会では１２月３０

全国社会福祉協議会】

全国ボランティア・市民活動振興センター

日まで「台風１９号災害義援金」を受付け

https://www.saigaivc.com/

しています。

【社会福祉法人

東京都社会福祉協議会】

【ゆうちょ銀行】

東京ボランティア・市民活動センター

口座番号

００１３０－０－４２１０２０

https://www.tvac.or.jp/

口座名義

中央共同募金会
令和元年台風第１９号災害義援金

２

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！

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
電話 ０３－５４５７－２２００

傾聴ボランティア大募集中！
渋谷区内の施設、個人のお宅で傾聴ボランティアをして下さる方を募集しています。
普段から会話をする機会の少ない方に対して、お話を伺うボランティア活動です。
■内

容：高齢者等の話し相手

■活動回数：月１～２回、１時間程度
■活 動 先：渋谷区内高齢者施設、個人宅等
■問 合 せ：詳しくはボランティアセンターまでお問い合わせください。

環境

公園の清掃ボランティア

恵比寿の作業所に通所
２０代女性

障がい

貴方の力で公園を〈美しく・きれい〉にして
みませんか？７号通り公園の清掃作業のお手伝い
をしてくださる方を募集しています。

知的障がいがあり、区内作業所に通所しています。
自宅⇔作業所の通所をサポートしてくださる方を募集

■活動内容： 公園内の除草・落ち葉清掃など

しています。

（近隣の方の見学・大歓迎）

■活動内容：自宅から作業所の送迎（３０分位）

■活動日時：〈５～７月〉及び〈９～１２月〉

■活動日時：月～木曜日（各３０分程度）

週１～２回（曜日・不問）３０分程度

送り…８時頃～、迎え…１６時３０分頃～

都合のよい日の〈午前７～８時頃〉

■活動場所：自宅（広尾５丁目）から作業所（東２丁目）

■活動場所：７号通り公園（幡ヶ谷２－５３－５）

の送迎。週１日から、片道だけでも構い

通称〈水道通り〉に面しています。

ません。

■募集人数：数名（女性・大歓迎）

■そ の 他：大きな音、高い音が苦手です。

しまだ

■問 合 せ：電話 03-6312-2453 島田

■問 合 せ：詳しくはボランティアセンターまで
お問い合わせください。

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

環境

公園の池の清掃ボランティア

員の皆さま、区内商店会、企業等のご支援をいただきなが

恵比寿東公園にある「こうほね池」では、管理運営

ら、歳末たすけあい運動を実施してまいります。

をお手伝いしてくださるボランティアを募集してい

どうぞ、よろしくお願いいたします。

ます。

１２月１日～３１日

○運動期間：
○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

■活動内容：恵比寿東公園内 ボランティア管理の
「こうほね池」の花がら摘み、藻かき
水かえ等
■活動日時：年間を通じて月１回、１時間程度
ご都合に合わせて

渋谷区民生児童委員協議会

■活動場所：恵比寿東公園（恵比寿１－２－１６）
かじやま

○問 合 せ：渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課

いのうえ

さ

さ

き

■問 合 せ：梶山、井上、佐々木

電話 ０３－５４５７－２２００

メール kohoneike.ebisu@gmail.com

３

ボランティア室情報
イベントに参加します！

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 を行っています。
ぜひお立ち寄りください。

ひがしＶ室
◆１１月１７日（日）
「日本移植支援協会
ありがとうフェスタ」

笹幡Ｖ室
◆１１月２４日（日）
「第 23 回 笹幡フェスティバル」

第２０回全国大会

【時間】１３時～１８時
【場所】渋谷ヒカリエ９階
【内容】ボランティアセンター、ボランティア室ＰＲ
【主催】特定非営利活動法人 日本移植支援協会

【時間】１０時～１５時
【場所】渋谷区立笹塚中学校
【内容】ボードゲームとボランティアセンターＰＲ
【主催】笹幡フェスティバル実行委員会

地域イベントに参加しました！

原宿Ｖ室
「第１１回 はぁとぴあまつり」

せせらぎＶ室

１０／
１９

「第３９回 ふるさとまつり」

恒例のカレンダー作りを行いました。

【
センターとボランティア室のＰＲ

毎年ここで会える参加者との再会と、
各々が作る作品を楽しみにしています。
今年も様々な作品ができました！

をしました。今年もボランティア
タイプ診断を行い、約６０名に参
加いただきました。

１０／
２０

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 時 30 分～16 時 30 分 相談やボランティア保険受付は 16 時まで。※祝日はお休みです。

ケアコミュニティ・原宿の丘ボランティア室

ひがし健康プラザボランティア室
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 11／18、12／2
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
お知らせ：地域交流会しゃべり場 12／23
雑巾・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：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
お知らせ：トク、トク、トーク 12／6
折り紙 de ボランティア、リサイクル手芸

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・長谷川・黛・武藤・吉田
雑巾・切手整理 de ボランティア

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】月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時
【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【 Ｆ Ａ Ｘ 】０３－３４７６－４９０４
【 メ ー ル 】vc-shibuya@tokyo.email.ne.jp 【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】http://www.vcshibuya.jp/
一言コラム

キッチンの浄水器の水漏れをすぐに修理せず放置している間に、あら大変！！「ポタン･･･ポタン･･･」程度だった水漏れ

が、いつの間にやら「ポタポタポタポタ…」とかなりの量になってしまいました。勿体ないので容器にお水をためてみると大きな鍋やボ
ウルがいくつもいっぱいになりました。「こんなにいっぱいどうしよう？」と悩んだのも束の間、私はその大量の水をたった１回の洗物で
あっと言う間に使い切ってしまいました。
「いつもこんなにジャージャー水を使っていたなんて、勿体ない・・・。お水は大切に使わなき
ゃ！」そう改めて決意した秋です。
（と）

４

