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　身近な区民同士の支えあいの観点から、後見人として活動を行う社会貢献型後見人（市民後見人）が地域で活
躍しています。成年後見支援センターでは、社会貢献に意欲と熱意のある区民の方を対象として、養成基礎研修
を実施します。

実 施 日  12月26日、令和2年1月9日、30日、2月6日、13日、27日、3月5日、12日　全８回17科目
内 容  成年後見制度の基礎、社会貢献型後見人の役割・業務
対 象  ・区内在住で、25歳以上65歳未満（平成31年４月１日現在）の方

 ・基礎研修の全日程に参加できる方

 ・社会貢献に意欲をもち、地域福祉に理解があり、心身ともに健康な方

 ・研修修了後、生活支援員として実習活動ができる方

申込期間  11月13日（水）～29日（金）
申込方法   成年後見支援センター窓口または郵送にてお申し込みください。（渋谷区役所庁舎５階）

  ※10月1日からホームページで申込書類をダウンロードできます。窓口、説明会でも配布します。

　説明会を開催します。
　基礎研修の趣旨や内容をご理解いただくための説明会です。ぜひご参加ください。

日 時  　11月12日（火）10時～12時
場 所  　美竹の丘・しぶや　会議室Ａ（渋谷１-18-９）
定 員  　40名（申込先着順）　  

費 用  　無料

申込方法  　10月７日（月）から　成年後見支援センターに電話でお申し込みください。

社会貢献型後見人（市民後見人）として活動している方の声

  社会貢献型後見人（市民後見人）
養成基礎研修を実施します

問合せ先　成年後見支援センター　☎ 5457-0099

　施設を訪問し、担当の職員からご本人の普段の様子を伺いながら活動を進めています。
　イラストなどを使って希望をお聞きするようにし、ご本人の希望を実現できたことで笑顔
が増えました。笑顔を見に訪問するのが楽しみです。また、ご本人やご家族との関係が良い
方向に変化してきていることが嬉しいです。

成年後見制度とは
　認知症や知的障がい、精
神障がいなど、判断能力が
十分でない方の生活を支え
るために、ご本人に代わっ
て契約を結んだり、財産の
管理をサポートしたりする
法律の制度です。

編集発行 社会福祉法人  渋谷区社会福祉協議会
〒 150-8010 渋谷区宇田川町１番１号　渋谷区役所庁舎
☎ 5457-2757（総務課）  FAX 3477-2525　http://www.shibuyashakyo.or.jp/
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紙おむつ助成事業のご案内
　社協では、3つの紙おむつ助成事業を行っています。事前に登録が必要ですので、ご利用希望の方はご連絡ください。
対象は渋谷区に住民票があり、生活保護受給をしていない、いずれかの条件に該当する方です。

①紙おむつ購入費助成 ( 更新制 )
社協と渋谷区が助成した価格で紙おむつが購入できます。
条　件
・65 歳以上で介護保険で要介護 1 以上の方
・3 歳以上で身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健

福祉手帳を有する方
・3 歳以上で障害者総合支援法第 4 条に基づく難病等の方

（平成 31 年 4 月より）

②病院指定紙おむつ購入費助成
入院中の紙おむつ購入代金の一部を助成します。
条　件
・65 歳以上で介護保険で要介護 1 以上の方で入院した病

院が、指定する紙おむつ以外の使用を認めない方

③障害児紙おむつ購入費助成 ( 更新制 )
障害児で、紙おむつを必要とする人に、紙おむつ購入
代金の一部を助成します。但し、①紙おむつ購入費助
成との併用はできません。
条　件
・3 歳以上 18 歳未満で身体障害者手帳・愛の手帳・精神障

害者手帳を有する方
・3 歳以上 18 歳未満で障害者総合支援法第 4 条に基づく難

病等の方

 傾聴ボランティア講座　受講者募集

問合せ先　地域福祉課　☎ 5457-2200

問合せ先　地域福祉課　☎ 5457-2200

移動サービス運転協力者募集
　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、移動が困難な方の外出を
支援するサービスです。地域でのたすけあい活動に参加してみませんか。

内 容   福祉車両（社協所有）の運転による移送
対 象   70 歳未満で、第二種運転免許を持っている、または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方
謝 礼   1 時間 800 円及び活動費として 1 回につき 200 円

（１）こどもテーブル活動への支援
　子どもの健全育成のために、食事の提供や居場所づくり・学習支援等を行う「こど
もテーブル」活動の拡充を図るため、活動団体に対して、子ども基金を活用した助成
を行ったほか、専用ホームページで活動内容を紹介するなどの支援を行いました。
（２）景丘の家の開設
　平成29年度から建替え工事を進めてきた「景丘の家」について、平成31年３
月に新たな施設として開設し、こどもテーブル事業の中心施設として、また、幅
広い世代が集い、交流する場として運営を開始しました。
（３）基幹相談支援センターの開設
  平成31年１月に、渋谷区役所庁舎内に「障がい者基幹相談支援センター」を開
設し、障がいのある人やその家族に対する相談支援体制の充実を図りました。
（４）子育て支援センター事業の充実
　子育て支援センター全６箇所で、新規事業として、低月齢児親子を対象とした
講座である「ベビープログラム」を実施しました。

平成30年度　事業報告及び決算
　６月に理事会、評議員会が開催され、平成30年度の事業報告と決
算が承認されました。
　主な事業実績は次のとおりです。また、決算についてはホーム
ページをご覧ください。

会　長 　内藤千世子
副会長 　鷲頭　和江　　 今井　貞子
　　　 　リー　啓子
理　事 　佐々木和子　　 中富　光春
　　　 　戸澤　芳子　　 吉野　妥子
　　　 　中村　幾代　　 金子　一郎
　　　 　長山　敏樹　　 遠藤　　正
　　　 　近藤　博行　　 藤野　貴久
　　　 　伴　　秀樹
監　事 　若井　英之　　 井村　華子

　　　 （敬称略）

任期　令和元年６月25日から
　　　令和３年６月定時評議員会終結時まで

渋谷区
社会福祉協議会の
新しい役員が
決まりました
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「聞く」と「聴く」の違いや傾聴ボランティアの心構えを学び、実際の場面
を想定した「聴き方」の実践（ロールプレイ）、施設体験などを行います。

日 時   　10月23日、30日、11月６日、27日　全４回
　　　　　　  14時～16時30分　

　　　　　　　※このほか、施設体験が1日あります（11月7日～26日の間）

場 所   　渋谷区役所庁舎 ８階 会議室、　渋谷区勤労福祉会館 ２階
       （神南 1-19-8）
講 師   　特定非営利活動法人 P. L. Ａ

対 象   　区内在住、在勤、在学でボランティアに関心があり、
　　　　　　  ４回の講座と施設体験に出席できる方

定 員   　20 名（申込先着順）　

費 用   　1,500円

申込方法   　９月 24 日（火）より しぶやボランティアセンター窓口または電話にて
　　　　　　  お申し込みください。 （渋谷区役所庁舎２階）

表彰おめでとうございます　 上
こうたき

瀧洋
ひろあき

明さん
　9月13日に開催された「令和元年度渋谷区敬老
大会」で、ボランティアを通じて地域に貢献され
ている高齢者の代表として上瀧洋明さんが表彰さ
れました。
　上瀧さんは、障がいのある方、高齢の方のパソ
コン操作のサポート、日本語ボランティアなどの
活動をされています。
　また、平成16年から30年まで、ボランティアア
ドバイザーとして尽力されました。

傾聴ボランティアって？？
「 話 を 聴 く方 法 」を 学
び、高齢者施設などで、
利用者の方の話し相手と
なるボランティアです。

問合せ先　しぶやボランティアセンター ☎ 5457-2200

 傾聴ボランティア講座　受講者募集

Instagram
始めました！

　地域福祉団体の活動の様子やイ
ベント情報などを載せていきます
ので、みなさんぜひご覧ください。

ユーザーネーム   

＠ shibuyashakyo_chiki

昨年度
講座受講者

満足度 100％
（アンケート集計より）

昨年度受講者の感想
　傾聴をすることで、ご高齢の方が笑顔になれたり、
若返ったり、脳が活性化し生活の質が上がるという点
が、とても素晴らしいと思いました。

　初めて傾聴の講座を受講しました。とても分かりやす
くグループワークやペアになって色々話すことで、傾聴
への理解が深まりました！

　施設での経験はとても貴重でした。「また、いつでも
来てください。」と言ってくださったことが、嬉しかっ
たです。

昨年度の講座の様子
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社会福祉事業のためのご寄附（敬称略）
氏　　名 住　　所 金　　額

渋谷桜丘町会婦人部 桜丘町 7,924 
しぶや国際交流の会 猿楽町 165,629 
デイ若草 笹塚２丁目 27,757 
渋谷区不動通商店街振興組合 本町２丁目 11,374 
曽根タケノ 元代々木町 500,000 
山後章子 本町１丁目 9,000 
ゴーイング株式会社　２件 笹塚１丁目 20,000 
及川夏穂（街の声）　８件 東３丁目 31,232 
及川夏穂　사월　Diamond 東３丁目 3,904 
及川夏穂　오월　Emerald 東３丁目 3,904 
及川夏穂　유월　Moonstone 東３丁目 3,904 
石井キヨ子（６件） 広尾１丁目 12,000 
匿名（３件） 7,579 

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

嵯峨野新次 本町１丁目 10,000 
渋谷スポーツサポーター（２件） 1,000 
子ども基金のためのご寄附 （敬称略）

氏　　名 住　　所 金　　額
Y.O 本町５丁目 500 
在日本大韓民国民団東京渋谷支部
支部長　金保雄 宇田川町 300,000 

藤村彰吾（３件） 我孫子市 15,000 
シカオ（２件） 6,000 

　ご希望の方は社協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

東急ハンズ東急ハンズ

渋谷区役所庁舎渋谷区役所庁舎 渋谷公会堂
（建設中）
渋谷公会堂
（建設中）

MODIMODI

丸井丸井
神南一丁目

渋谷
区役所前

渋谷ホームズ

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
西武
B館

渋
谷
駅

ホテルUNIZOホテルUNIZO渋谷区
社会福祉協議会
〒 150-8010
渋谷区宇田川町1-1  
渋谷区役所庁舎
☎ 5457-2757
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 ・社会福祉事業 : 28件 804,207円
 ・ボランティア活動推進事業 :   3件 11,000円
 ・子 ど も 基 金  :   7件 321,500円

寄附
累計額
内訳

令和元年度寄附累計額は、38件 1,136,707円です。
みなさまの心温まる善意に感謝申し上げます。　◆今号掲載分◆【H31.4月～R1.6月末】

精神保健福祉ボランティア講座
（全３回）

こどもテーブル活動助成
申請受付中！

問合せ先
渋谷区精神障害者地域生活支援センター

☎3299-0317  または  ☎3299-0100

　精神保健福祉ボランティア活動に関心のある方を対象
に、講座と体験実習を行います。

日 時
第１回　10月３日（木）　14時～16時30分
　精神障がいとボランティア活動、 活動団体からの説明
第２回　10月４日（金）～11月６日（水）までのうち１日
　施設見学・ボランティア体験実習
第３回　11月７日（木）　14時～16時30分
　見学、体験実習を通して学んだこと、グループワーク
※第２回の日程と会場は、ボランティア体験する施設ごとに異なります。  

場 所 　美竹の丘・しぶや２階会議室A（渋谷1-18-9）
対 象 　ボランティアに関心があり２回の講座と施設体

験に出席できる方

定 員 　20名
 （申込多数の場合抽選）

費 用 　300円
　　　　（ボランティア保険料）

申込方法   電話にてお申し込みください。
 　（10月2日まで受付）

 「こどもテーブル」は、区内の施設やカフェなどの店舗
を利用した子ども食堂や、子どもの居場所・学習支援な
どの活動です。
　社協では、こどもテーブル活動団体に助成や支援を
行っています。

申込方法   
9月30日17時までにこどもテーブル係窓口に申請書類等
をご持参ください。（渋谷区役所庁舎２階）
※10月以降に活動を開始する場合、助成額は食堂・居場

所活動共に半額です。

問合せ先
子ども支援課こどもテーブル係　☎5457-0221

〇子ども食堂活動助成
　年額 100,000円（上限）
ただし、月2回以上開催する場合は、年額150,000円（上限）

〇居場所づくり・学習支援活動助成
　年額 50,000円（上限）
ただし、月2回以上開催する場合は、年額70,000円（上限）

昨年の様子


