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「社協」ってなに？
　渋谷区社会福祉協議会は、住み慣れた地域社会や
家庭で、子どもも大人も高齢者も障害がある人も、
ともに幸せに安心して暮らしていくことができるよ
うに様々な地域福祉サービスを提供し、地域福祉
を推進することを目的として設立された非営利団体
です。
　「きづきあい　みとめあい　ささえあい　共に生
きるまち渋谷」を基本理念とし運営されています。
　昭和27年に、地域共同社会における隣人愛に基
づく自主的活動を通して、社会福祉を増進する目的
をもって、民生委員、社会福祉事業関係団体、地域
団体及び社会福祉事業に理解ある区民が集まり、任
意団体として創立させました。昭和38年に、社会
福祉事業法に基づく社会福祉法人として認可を受け
て現在に至っています。

渋谷区社会福祉協議会ってなに？

みなさまからの会費1,000円はこのように使われます

法人運営
（パンフレット等
印刷製本費他）
５７０円

法人運営
（パンフレット等
印刷製本費他）
５７０円

緊急援護
30円
緊急援護
30円

車いすの貸出
　１０円
車いすの貸出
　１０円

福祉活動支援
（活動助成・施設の貸出他）

130円

福祉活動支援
（活動助成・施設の貸出他）

130円

ボランティア活動
　９０円

ボランティア活動
　９０円

生活支援サービス
（在宅福祉サービス・
移動サービス他）
 　１７０円

生活支援サービス
（在宅福祉サービス・
移動サービス他）
 　１７０円

「社協」は、どのように運営されているの？
　渋谷区社会福祉協議会は、議決機関である評議員会、執
行機関である理事会、監査機関である監事によって運営さ
れています。
　また、理事会の下には、企画部会、財政部会、広報部
会、事業部会の4つの専門部会が置かれています。

(1)　評議員
　民生児童委員、小中学校PTA、社会福祉に関係ある団
体、各種地域団体のそれぞれから選出された方、行政機
関職員、学識経験者の30名によって構成されています。
　評議員選任・解任委員会で選任されます。
(2)　理事
　民生児童委員代表、町会連合会代表、社会福祉施設
代表、各種地域団体代表、行政機関職員、学識経験者
の15名で構成され、理事の中から会長、副会長、常務
理事が選任されています。
　理事は、評議員会で選任されます。
(3)　監事
　社会福祉事業に識見を有する者、財務管理に識見を
有する者の2名によって構成されています。
　評議員会で選任されます。

「社協の会員」ってなに？
　渋谷区社会福祉協議会の地域福祉活動を支え、地域福
祉を推進していく協力者です。29年4月現在、3,189人の
方々が会員登録しています。
　会費は、歳末たすけあい募金等ともに、地域福祉事業を
行うための貴重な財源となっています。なお、会費は、寄
附金と同様に税額優遇措置の対象となります。
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表彰おめでとうございます　～ ボランティアで地域貢献、熊岡まみさん ～

「社協」は、どんな仕事をしているの？
　渋谷区社会福祉協議会は、子どもから高齢者まで、下記のような福祉事業を行っています。

事　　業 内　　容

地域福祉に関する事業
 ◯地域福祉課　　　　　　　　　 ☎ 5457-2200

・地域ボランティアによる集いの場・小地域福祉活動
 （ふれあい・いきいきサロン）
・地域の方々の助け合いによる住民参加型在宅福祉サービス
 （やすらぎサービス）
・車いす用自動車を利用した外出援助（移動サービス）
・車いすの貸出し
・福祉施設・団体グループに対する活動費の助成
・ひとり親家庭等福祉事業
・保育室に対する助成
・生活福祉資金貸付
・受験生チャレンジ支援貸付
・手話通訳者派遣
・手話通訳者養成講習
・紙おむつ等購入費の助成
・高齢者等食事券・米寿祝品事業
・ねたきり高齢者理・美容券事業
・歳末たすけあい運動

子育て支援に関する事業
 ◯子育て支援課　　　　　　　　 ☎ 5457-2200
 ◯ファミリー・サポート・センター　  ☎ 5457-0221

・ファミリーサポート事業
・区内6か所の子育て支援センター運営
 （子育てひろば、短期緊急保育、子育て相談、子育て教室)
・区内３か所の子育てひろば運営

こどもテーブル事業
 ◯こどもテーブル担当課　　　　 ☎ 5457-2200 ・こどもテーブル活動団体への助成

成年後見に関する事業
 ◯成年後見支援センター　　　　 ☎ 5457-0099

・成年後見制度の専門相談
・社会貢献型後見人の育成・支援
・あんしんサービス事業（福祉サービス利用援助・財産保全管理サービス）

障害者支援に関する事業
 ◯ハートバレーしぶや　　　　　 ☎ 3462-2514
 ◯さわやかるーむ　　　　　　　 ☎ 3299-0317
 ◯はぁとぴあ相談ステーション　 ☎ 5412-0053

＜障害者就労支援センター（ハートバレーしぶや）＞
・障害者の就労とそれに伴う生活の相談支援
＜精神障害者地域生活支援センター（さわやかるーむ）＞
・精神障害者に対する相談と生活支援・社会参加支援
＜はぁとぴあ相談ステーション＞
・障害者の生活相談とサービス等利用計画の作成

ボランティアセンター活動推進事業
 ◯ボランティアセンター　　　　 ☎ 5790-0505

・ボランティアの普及啓発活動
・ボランティア保険事務

総合ケアコミュニティ・せせらぎでの事業
 ◯地域包括支援センター　　　　 ☎ 5790-0881
 ◯居宅介護支援ステーション　　 ☎ 5790-0882
 ◯ホームヘルパーステーション　 ☎ 5790-0885
 ◯管理係　　　　 　　　　　　　☎ 5790-0900

＜地域包括支援センター＞
・高齢者の総合相談窓口、介護予防等ケアマネジメント
＜居宅介護支援ステーション＞
・要介護高齢者へのケアプラン作成、介護保険要介護認定調査
＜ホームヘルパーステーション＞
・ホームヘルパーの派遣
＜管理係＞
・せせらぎ施設の管理運営

問合せ先 総務課   ☎ 5457-2757

　9月 15日に開催された「平成 29年度渋谷区敬老
大会」において、ボランティアを通じて地域社会に貢
献されている高齢者の代表として熊岡まみさんが表彰
されました。
　熊岡さんは、1979 年（昭和 54年）より渋谷区立
図書館にて朗読ボランティアグループ「グループ朗」
で活躍しています。1990 年（平成 2年）より対面
朗読も継続的に行っています。また、2006年（平成
18年）より 10年にわたりボランティアアドバイザー
として地域のボランティア活動の推進に尽力されまし
た。おめでとうございます。
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仲間づくり・生きがいづくり

　多くの仲間と出会い交流すること
で、支え合いの輪が広がります。

孤立・閉じこもりの予防

　サロンに参加することによって、
外出するきっかけとなります。

メリハリのある生活

 「次のサロンは◯日」と楽しみが増
え、おしゃれや身だしなみにも気を配
るようになります。

情報交換の場

　サロンはご近所さんや共通の課題
をもった人たちが集まることが多いた
め、悩みを解決するヒントを得ること
が出来るかもしれません。

元気になる

　仲間と楽しい時間を過ごすことで、リ
フレッシュや心の安定につながります。
また、顔見知りが増えることにより、
地域力もアップします。

たのしい仲間に会える場所

ふれあい・いきいきサロン についてご紹介します！

関心のある方はこちらへお問合せください 地域福祉課  ☎5457-2200

　昔は、おとなりさん、ご近所さんと井戸端会議でおしゃべりに花が咲いたも
のですが、現代はそうした古き良きつきあいが少なくなってしまいました。
　ふれあい・いきいきサロンは、ご近所さんが気軽に集い、情報交換をした
り、楽しいひと時を過ごす地域のいこいの場です。地域住民の皆さんが自主的
に企画をし、いろいろなサロン活動を行っています。
　社協は、こうした、皆さんのサロン活動を立ち上げから運営まで応援してい
ます。

ふれあい・いきいきサロンとは？ 

サロンのイ
・イ
・
ところは

こんなにたくさん

暑い夏は
カレー！！

ふれあい・いききサロンの
のぼりです！

社協は、サロン活動を応援しています！
◇サロンの立ち上げや運営のサポート
◇地域のサロンのご紹介
◇サロン保険、活動助成

お気軽に
ご相談ください

オレンジカフェ

笹美会

ますらお会

ふれあいサロン
参宮橋

囲碁サロン
好友会みんなのカフェ
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̶̶ サロン運営で、大事にしていることは何ですか。
大塚：とにかく継続してやり続けることが大事ですね。頑張りすぎると続かな

いから、みんな友達という気楽な感じで月１回やっています。

̶̶ 参加者さんにはどういう気配りをしていますか。
新海：「おしゃべりサロンひがし」は、都営住宅にお住まいの一人暮らしの方が

多いので、おれおれ詐欺の防止ということで渋谷警察署の方をお招きして
お話を聞いたりしています。今は、時節柄、熱中症にも気を配っています。

̶̶ サロンに参加されていますが、
 どのようなところがサロンの魅力ですか。
小林：ここに来る人は１人暮らしがほとんどです。だから、みんなで集まって

おしゃべりするのは、何よりの楽しみですね。
村木：私は96歳。サロンはおもしろいし、頭の体操にもなっています。みんな

で情報交換ができるから、ためになります。地域のイベントにも誘って
いただけるし。

大塚：今月も氷川神社のちゃんこなべの会があるから、皆さんをお誘いしました。

ふれあい・いきいきサロン  で会いましょう！
今回は、特色あるサロンについて、運営されている方と参加されている方にお話を聞きました。

運営者の新海さんと大塚さん

̶̶ 近隣の保育園と交流するようになったきっかけは
吉野：サロン活動の最初から保育園との交流を行っていたわけではありません。

民生児童委員が近隣の保育園訪問の時に、この活動を紹介する中でそれ
ぞれの園が興味をもち、遊びに来てくれる回数が増えていきました。現
在、月２回定例会を行っていますが、４つの保育園が来てくれます。

̶̶ 交流を始めてどんな変化がありましたか
吉野：サロン参加者は、孫のような園児たちと一緒の時間を過ごせることをと

ても楽しみにしています。園児たちも地域の高齢者と会うことを楽しん
でいるようです。

 ある参加者が嬉しそうに話をしてくれました。町で園児と会った時に、
「サロンのおばあちゃんだ」と声をかけてくれたそうです。それぞれの
保育園の年長さんが何回か訪問し、顔を覚えてくれます。また、参加者
も街で子供たちを見かけ、安全にしているかどうか気に掛けているよう
です。

 園児たちが卒園して小学生になっても、同じ街に住んでいる者同士で、
関係が広がっていけばと思っています。

̶̶ 「サロンさくら本町」の活動で、
   今後力を入れていきたいことは何ですか
吉野：参加者、特に男性の参加者をもっと増やしたいと思っています。

運営者の涌田さんと吉野さん

̶̶ このサロンの魅力を教えてください
上杉：三者が連携して参加者全員で楽しめるプログラムと、お互いを親密にする

お茶タイムなど多彩なプログラム、参加者も含め全員で会運営をしている
こと、そして地域での口コミだと思います。

吉川：防災訓練の時に誘われ、参加するようになりました。働いている時は疎遠
であったが、月１回このサロンに出るようになって、地域の多くの人と知り
合いになれたし、夫婦で参加して、家庭での会話が豊かになっています。

̶̶ 今後、サロンをどんな活動に活かしていきたいですか
上杉：先輩方の作ってきた活動を引き継ぎ、後輩の人達に引き継いでいきたいと

思っています。また、この活動を通して三者の連携が密になっていて、そ
のことが地域の防災にとても役に立つと実感しています。

吉川：月１回の活動が待ち遠しい。この会に出るようになって夫婦の共通の知人
ができ、友達も増えて、お互いの助け合いに活かしていきたいと考えてい
ます。

運営者の上杉さんと
参加者の吉川さん

参加者の村木さんと小林さん

みんな和気あいあい.
楽しいですよ。

サロンはみんなの
元気の源です。

̶̶ 商店街の空き店舗を活用してサロン活動を行っている経緯を
 教えてください。
小竹：当時、様々な人達が気軽に交流できるふれあい型のサロンを作りたいと

いう機運が地域で盛り上がり、民生児童委員、保護司や女性団体有志で
準備を始めました。そして、町会や商店街も協力をしてくださり、この
施設が定期的に使用できるようになり、開設できました。

̶̶ このサロンの大事にしていることや魅力について教えてください。
小竹：和菓子やお抹茶で接待をして、リサイクル手芸で小物づくりを毎回楽し

むなど、みんなでアイデアを出し合い、誰でも気軽に立ち寄れるよう
に、工夫をしています。

 そして、生活で気になっている事や、地域の情報の交換ができ、いろい
ろな人と交流できることがこのサロンの魅力だと思います。

運営者の小竹さん

友達がたくさん
増えましたよ。

可愛い子供たちと楽しい時間
を過ごすのが楽しみです。

関心のある方はこちらへお問合せください 地域福祉課  ☎5457-2200

　平成18年3月から、商店街の空き店舗を活用し、誰でも集えるサロンと
して地域の人達の力で活動が始まりました。このサロンが始まった経緯や
活動の魅力を代表の小竹さんにお話を聞きました。

有効期限18.3
「めだかの教室」

　見守りサポーター、町会、民生児童委員の三者で実行委員会を結成し、年間プ
ログラムを作成、毎回地域の方に参加を呼びかけ、活動の輪を広げているサロン
です。実行委員の上杉さんと毎回参加されている吉川さんにお話を聞きました。

さわやかスペース
初台

　このサロンは、近隣の保育園の年長さんたちと交流しています。そのきっか
けやサロンのこれからの活動について代表の吉野さんにお話を聞きました。サロンさくら本町　地域のボランティアの方が、高齢者の居場所として

ひがしボランティア室を利用し、運営しているサロンで
す。運営者と参加者の方にお話を聞きました。

おしゃべりサロン
ひがし

気軽にのぞいてみて下
さいね。待ってます。
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わたしのまちのふれあい・いきいきサロン
　この地図は、渋谷区における
サロンの活動場所を示していま
す。各地域で、茶話会、カラオケ、
手芸、囲碁、体操など様々な活
動が行われています。皆さんが
お住まいの地域にはこのように
楽しいサロンがたくさんありま
す。ご近所さんと仲間になって、
サロンで楽しいひと時を過ごし
てみませんか。

　渋谷区内においてサロン活動を行っている場所は多くありますが、「地域によってサロンが多い地域と少ない地域があ
る」、「子育てサロン、障害者サロンが少ない」や「サロン活動をしたいという担い手が減少している」という課題があります。
　渋谷社協は、そうした課題を解決するために、地域の皆さんのお力をお借りしながら取り組んでいきたいと考えています。
　記事をご覧になって、サロンに参加してみたい方、あるいはサロンを立ち上げてみたい方、関心がある方は下記までご
連絡ください。

地　区 サロン名 内　容

恵 比 寿
1 健康食ばらの会 茶話会等
2 大和田合気道クラブ 合気道
3 たまり場ぱれっと 茶話会等

新 橋

4 ふれあい桜丘 調理・手芸等
5 リフレッシュひろば 茶話会等
6 おしゃべりサロンひがし 茶話会
7 ＠ほーむえびす 茶話会等
8 ふれあい写生会ひがし 写生

上 原 9 渋谷老後をよくする会 食事会

西 原

10 デイ若草 手作り作品
11 ぐるーぷ・ひとこえ 食事会
12 サロン大山 食事会
13 笹美会 盆踊り等
14 渋谷サロンミュージッククラブ 楽器演奏
15 囲碁サロン好友会 囲碁
16 サロン悠友会 カラオケ
17 グループせせらぎ 切手収集
18 やさしいパソコンサロン パソコン
19 楽しいパソコンサロン パソコン
20 本町パソコンサロン パソコン
21 さくらんぼの会 カラオケ
22 栗山会 茶話会(自宅開放)
23 ちっちゃいもんくらぶ 茶話会等

地　区 サロン名 内　容

代 々 木

24 有効期限18.3「めだかの教室」 茶話会等
25 さわやかスペース初台 茶話会等
26 ふれあいサロン参宮橋 茶話会等
27 初台生活学校お食事会 食事会
28 めだかの会 合唱・料理等

本 町

29 いきいきサロン「ひばり」 茶話会等
30 サロンさくら本町 茶話会等
31 ひまわり 食事会
32 本町中町会会食会 食事会
33 東食事会 食事会
34 オレンジカフェ 茶話会等

笹 幡

35 居場所ひだまりぬくぬく 茶話会等
36 かたらい 食事会
37 笹塚なかよし食事会 食事会
38 グループ青空 茶話会等

千駄ケ谷
39 ますらお会 食事会(男性)
40 みんなのカフェ 茶話会(自宅開放)
41 こぶしの会 食事会

神 宮 前

42 シニアサロン原宿 茶話会等
43 風鈴の会 俳句
44 神宮前食事会 食事会
45 ハラッパーズ 食事会

対象▶ ■ … 高齢者　　■ … 障害者　　■ … 子育て　　■ … どなたでも

問合せ先 地域福祉課   ☎ 5457-2200
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 問合せ先 しぶやボランティアセンター ☎ 5790-0505　FAX 5790-7521
 http://www.vcshibuya.jp/    E-mail:shibu-vc@u06.itscom.net

しぶやボランティアセンターからのお知らせ
開所時間
月曜日～金曜日
　９：００～１９：００
土曜日
　９：００～１８：００

保 育 園

高 齢 者 施 設

　自分が思っていた以上に子ども
たちが「あそぼう！」と近づいて
来てくれて、とても安心しまし
た。また、子どもたちから教えら
れる事も多く、３日間という短い
間でしたが、様々な事を知り、学
ぶことができて良かったです。体
験することができて、とても良
かったと思っています。ありがと
うございました。（高校生/女性）

夏体験ボランティア やってみました

　初めてボランティアをしたので緊
張をしていました。高齢者と話したこ
とがなかったのでこの施設を選びま
した。体験中、手伝ったり話したりす
るのは、思ったより難しいことが分か
りました。でも、少しずつ慣れてきた
と思います。（中学生/女性）

　8月、中学生から社会人のみなさん 90人が、45施設 ・団体でボランティア体験に参加しました。
　ご協力いただいた施設関係者の皆様ありがとうございました。参加者の声をご紹介します。

　普段、子どもと接する仕事
ではないのでとても新鮮です。
（社会人/男性）

一緒に遊んだり

　１度にたくさんの
小学生と遊んだ経験
が余りなかったの
で、良い経験だった
し楽しかったです。
１日働く大変さもわ
かりました。人見知
りをちゃんと直した
いなと思いました。
（高校生/女性） 児 童 施 設

ボランティア 初めの一歩…

　障がい者の施設ということで、
大変そうで施設の職員の方々は
厳しそうと思っていました。しか
し、利用者、職員をふくめみなさ
ん優しかったです。お菓子作りの
際も、利用者の皆さんの手ぎわが
良く驚きました、障がい者に対し
て偏見を持っている人達には、一
度このような施設を見てもらいた
いです。（中学生/女性）

おやつ作り

障 い 者 施 設が

　全然家で料理しないの
で大丈夫かと心配でした
けど、やってみるといろい
ろ教えていただいてとても
スムーズに出来たので楽し
かったです。美味しく出来て
良かった。（中学生/女性）

お食事会
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平成29年度寄附累計額は、２１件 １，４９８，０６８円でした。
みなさまの心温まる善意に感謝申し上げます。

社会福祉事業のためのご寄附（敬称略）
№ 氏　　名 住　　所 金　　額
1 石井キヨ子（３件） 広尾１丁目 6,000 
2 桜丘町会婦人部 桜丘町 2,328 
3 ゴーイング株式会社パーラー風羅巴 笹塚１丁目 10,000 
4 牧　 桜丘町 9,000 
5 デイ若草 笹塚２丁目 43,138 
6 大場俊彦 松濤２丁目 200,000
7 匿名（３件） 17,838
ボランティア活動推進事業のためのご寄附 （敬称略）
№ 氏　　名 住　　所 金　　額
1 東京土建　一般労働組合　渋谷支部 幡ヶ谷２丁目 44,008
2 ゴーイング株式会社パーラー風羅巴 笹塚１丁目 10,000
3 初台町会　区商連青年部　初台 初台１丁目 5,000
4 株式会社グリンダ 代々木２丁目 36,496
5 匿名 1,150
子ども基金のためのご寄附（敬称略）
№ 氏　　名 住　　所 金　　額
1 西原商店街振興組合　理事長　西野英雄 西原２丁目 22,524
2 山後章子 本町１丁目 9,000
3 渋谷スポーツダンス連盟　代表　山田慎一 代官山町 300,000
4 ショーン・イン・ジャパン・プロジェクト 港区赤坂 481,586
5 在日本大韓民国民団　東京渋谷支部 宇田川町 300,000

◆今号掲載分◆【H29.4月～6月末】

　ご希望の方は社会福祉協議会までご連絡ください。
　作成にあたり、「朗読ボランティアけやき」、「上原点
字の会」の皆様にご協力いただきました。

声のニュースレターもあります

NHK

ホテルUNIZOホテルUNIZO
東急ハンズ東急ハンズ

渋谷公会堂
（建設中）
渋谷公会堂
（建設中）

渋谷
区役所
（建設中）

MODIMODI

神南一丁目

渋谷
区役所前

渋谷ホームズ

丸井

神南小神南小
東武ホテル東武ホテル

勤労福祉会館勤労福祉会館
西武
A館
西武
A館

西武
B館

渋谷駅

渋谷区
社会福祉協議会
〒150-0042
渋谷区宇田川町5-2  
渋谷区役所神南分庁舎１階
☎ 03（5457）2757

　お気軽に
お立ち寄りください 194

号
の

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
は
…

 寄附のお願い 　　

　社協では、地域の方々が子どもたちに食事や学習支援な
どを提供する「こどもテーブル」活動に助成を行っていま
す。この助成を行うため、１千万円の基金を設けています
が、継続して助成を行っていくために、区民や企業の皆さ
まへ、寄附によるご支援をお願いしています。
　また、クラウドファウンディングでも支援を受け付けて
います。　　　　　 受 付 期 間  ９月29日（金）まで

https://camp-fi re.jp/projects/view/34405

問合せ先　こどもテーブル担当課　☎ 5457-2200

“ 渋谷区こどもテーブル ”クラウドファンディング ご支援のお願い

◆ 種 別 ◆

・社会福祉事業: 
　11件　288,304円

・ボランティア活動推進事業: 
　5件　96,654円

・子ども基金 : 
　５件　1,113,110円　


