
1新型コロナウイルス感染予防のため、各事業等、延期もしくは中止の場合があります。併せてホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による
特例貸付について

　新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少があった世帯の方へ貸付を行っています。窓口または郵送での申
請となりますが、感染拡大防止のため窓口申請の場合、事前予約制となります。まずはお問い合わせ下さい。

3月31日（水）必着

緊急小口資金（特例貸付）
　緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場
合に、少額の費用の貸付を行います。
貸付上限額 　20万円以内
利子・保証人 　無利子・不要
据 置 期 間 　1年以内
償 還 期 限 　2年以内

総合支援資金（特例貸付）
　生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行
います。
貸付上限額 　単身世帯：月額15万円以内

　　　　　　　 　二人以上世帯：月額20万円以内
貸 付 期 間 　原則3ヶ月以内
利子・保証人 　無利子・不要
据 置 期 間 　1年以内
償 還 期 限 　10年以内対 象   いずれの貸付も渋谷区に住民登録があ

り、住民登録地に居住している方が対象
となります。その他の要件や必要書類な
どについては、お問い合わせください。 問合せ先 地域福祉係　☎ 5457ー2200

問合せ先 地域福祉係　☎ 5457ー2200

福祉車両の運転協力者
（移動サービス）を募集します
　移動サービスは、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 65歳未満の方で、①第二種運転免許所
持者、もしくは、②第一種運転免許所
持かつ、国土交通大臣認定講習修了者

謝 礼   1 時間 800 円及び活動費として
1回につき200円

渋谷区障害者就労支援センター学習会
『障がい者雇用　いろいろな働き方』
日 時 ３月１２日（金）　１４時～１６時
場 所  勤労福祉会館２階　第一洋室（神南1-19-8）
内 容 ① 障害者雇用の現状　～企業が求める人材とは～　 

② いろいろな働き方　～ショートタイムジョブ制度～

講 師 古木　功　氏　
　　　　　 （川崎市就労サポートセンター「ブライト」外交員）

対 象  ・区内就労支援機関に通所している障がい者と
 　その家族、支援者
 ・ハートバレーしぶやの登録者

定 員  ３０名（先着順）　
申込方法 ３月５日（金）までに下記まで、

電話にてお申し込みください。

問合せ先 渋谷区障害者就労支援センター
　　　　　（ハートバレーしぶや）　
　　　　　　　　　　　　☎ 3462ー2513

総合支援資金（特例貸付）の再貸付については、当会ホームページで確認してください。

編集発行 社会福祉法人  渋谷区社会福祉協議会
〒 150ー8010 渋谷区宇田川町１番１号　渋谷区役所庁舎
☎ 03ー5457ー2757（総務課）FAX 03ー3477ー2525  http://www.shibuyashakyo.or.jp/
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ホームページに最新情報を載せています。是非、ご覧ください！

こどもテーブル活動助成をご活用ください！
 「渋谷区こどもテーブル」は、食事の提供や学習支援などにより、地域の力で子どもたちを育てていく活動です。
　社協では、区内で子ども食堂を実施したり、学習支援やお菓子づくり、自宅を子どもの居場所として開放するな
どのさまざまな活動に助成や支援を行っています。
　なお、コロナ禍の下で各こどもテーブル団体では食材や工作キットの配付、お弁当の配付など工夫しながら感染
予防対策を講じ、活動を継続しています。

子ども食堂助成子ども食堂助成　食事を提供するなど、大人と
子どもが、一緒に過ごす活動です。

助成年額 100,000円（上限）
※月 2 回以上開催または参加費無料、もしくは参加費
を100円以上減額する場合は、助成金を増額します。

居場所づくり・学習支援助成居場所づくり・学習支援助成　学習支援、
昔遊び（ベーゴマ、けん玉など）や工作を行うなど
の活動です。

助成年額 50,000円（上限）
※月２回以上開催する場合は、助成金を増額します。

問合せ先  こどもテーブル係  ☎ 5457-0221　  kodomo-shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp

「恵比寿ママ食堂」お弁当配付の様子「こども世界テーブル」食材と工作キット配付の様子

　渋谷区社会福祉協議会は、“きづきあい みとめあい ささ
えあい 共に生きるまち 渋谷”を基本理念として、さまざま
事業を行っています。
　区市町村の単位で設置され、通称で社協（しゃきょう）
と呼ばれています。社会福祉法に「地域福祉の推進を図る
ことを目的とする団体」として定められている福祉団体で
す。区と連携し、区民の皆さま、民生児童委員、町内会、
ボランティア団体、企業など、多く個人や団体と協働して
います。
　担当課に分かれ、地域のニーズに根差した活動を行ってい
ますが、「どんなことをしている団体なの？」「福祉の相談っ
て、何をどうしたらいい？」といった疑問もあるかと思い
ます。
　こちらのコラムでは、渋谷社協のさまざまな事業と担当
課の紹介をしていきます。

会員募集会員募集
皆さまからの「会費」を財源
に、地域の方々と協力しなが
ら、福祉のまちづくりを進め
ています。

寄附金の受付寄附金の受付
会費と共に、社協の自主財源と
して受付をさせて頂き、地域福
祉活動事業に活用されています。

連絡調整連絡調整
・理事会、評議員会、各種部会の開催
・渋谷区等の関係機関との連絡
・住民自治団体、民生児童委員等の連携

普及宣伝普及宣伝
・広報紙「つながるしぶや」の発行
・ホームページの公開
・事業紹介のパンフレット作成
・区内イベントでの社協活動の PR

渋谷社協 今日も元気です。
～総務課～

▲こどもテーブル
　ホームページQRコード

申 請 書 配 布 場 所 こどもテーブル ホームページ　および　渋谷区役所 ２階（23番窓口）
 ※こどもテーブル活動の様子や最新情報については、ホームページをご覧ください

子ども基金へのご寄付に、ご協力をお願いします
　こどもテーブル活動を行う団体への助成などに活用されます。
詳しくはお問い合わせください。

 「渋谷区こどもテーブル」は、食事の提供や学習支援などにより、地域の力で子どもたちを育てていく活動です。

4月1日～
30日まで

問合せ先 総務課　☎ 5457ー2757

総務課では、組織運営の基盤になる業務を担っています。

会員募集、寄附金の受付は、随時行っております。

◀ 渋谷社協ホームページQRコード
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問合せ先 しぶやボランティアセンター ☎ 5457ー2200（月～金曜日：８時30分～17時）
　　　　　FAX 3476ー4904 vc-shibuya@tokyo.email.ne.jp

　この見本市は、特技ボランティアの皆さんの特技をオンラインで配信して、福祉施設の皆さんに視聴して
いただき、センターが両者をつなぐマッチングイベントです。
　現在しぶやボランティアセンターには、特技ボランティアが６０組以上登録しています。
　区内にこんな特技ボランティアがいるんだ！！と言うことを知っていただく良い機会です。福祉施設以外
の皆さんにもぜひ視聴していただければと思います。視聴方法などにつきましては、下記ホームページまた
ＱＲコードをご確認ください。

今年はオンライン！ 特技ボランティア見本市開催今年はオンライン！ 特技ボランティア見本市開催

配信期間     ３３月月1818日（木）～日（木）～3131日（水）まで   URL  http://vcshibuya.http://vcshibuya.jp/jp/

　安心して活動するためにボランティア保険へのご加入をご検討ください。

保険の補償内容
　ボランティア活動中の事故により、ボランティア本人がケガをした場合（傷害補償）　ボランティア活動中の事故により、ボランティア本人がケガをした場合（傷害補償）
　加入者が活動中に他人に対して損害を与えたことにより、損害賠償問題が生じた場合（損害責任補償）　加入者が活動中に他人に対して損害を与えたことにより、損害賠償問題が生じた場合（損害責任補償）

対象となる活動
　日本国内で行われる、個人の自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とした無償の活動　日本国内で行われる、個人の自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とした無償の活動

プラン 基本コース 天災コース
Ａ Ｂ Ｃ 天災Ａ 天災Ｂ 天災Ｃ

年間保険料 350円 500円 700円 600円 1,000 円 1,400 円
保険期間 令和３年４月１日～令和４年３月31日（途中加入の場合は、手続き完了日の翌日０時から令和４年3月31日まで。）

（注）令和３年度基本コースＡプランの保険料は（３００円 ⇒ ３５０円）に改定されます。
　　　詳しい内容については、（有）東京福祉企画　電話０３－３２６８－０９１０　ホームページ　http://www.tokyo-fk.com/

保険の申込書配布、加入手続き
　３月22日（月）より受付を開始いたします。
それぞれ開館日時等が異なります。詳しくは下記までお問い合わせください。

● ● しぶやボランティアセンター　　　　　　 （宇田川町１－１渋谷区役所２階）しぶやボランティアセンター　　　　　　 （宇田川町１－１渋谷区役所２階）
● ● ひがし健康プラザボランティア室　　　　　 （東３－１４－１３・地下１階）ひがし健康プラザボランティア室　　　　　 （東３－１４－１３・地下１階）
● ● ケアコミュニティ・原宿の丘ボランティア室　 （神宮前３－１２－８・２階）ケアコミュニティ・原宿の丘ボランティア室　 （神宮前３－１２－８・２階）
● ● ケアステーション笹幡ボランティア室　　　 （幡ヶ谷２－２１－９・４階）ケアステーション笹幡ボランティア室　　　 （幡ヶ谷２－２１－９・４階）
● ● 総合ケアコミュニティ・せせらぎボランティア室 （西原１－４０－１０・２階）総合ケアコミュニティ・せせらぎボランティア室 （西原１－４０－１０・２階）
● ● 総合ケアコミュニティ・せせらぎ管理係　 （西原１－４０－１０・１階）総合ケアコミュニティ・せせらぎ管理係　 （西原１－４０－１０・１階）

※保険の更新は毎年度、加入の手続きが必要となります。ご注意ください。

令和３年度ボランティア保険加入のご案内

しぶやボランティアセンターからのおしぶやボランティアセンターからのお知知らせらせ

特技ボランティアとは 　しぶやボランティアセンターでは、得意な技を披露したり、教えたりする
ことで多くの人を楽しませることが出来るボランティアのことをそのように称しています。

▲ボランティアセンター
　ホームページQRコード
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　ご希望の方は社協までご連絡ください。
　作成にあたり、「音訳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東急ハンズ
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渋谷区社会福祉協議会
〒 150ー8010
渋谷区宇田川町1ー1
渋谷区役所庁舎
2階・5階
☎ 03ー5457ー2757

　お気軽に　お気軽に
お立ち寄りくださいお立ち寄りください 207
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Instagramも更新しています。ぜひご覧ください！　@shibuyashakyo_chiki

つながるしぶやは区内全世帯
へ各戸配布を行っています

発行日を過ぎても届かない場合、配布を停止したい場合など、つながるしぶやの配布に関するお問合せは、 
つながるしぶや各戸配布コールセンターへ　☎ 0120ー 900ー 916 （月）～（土） 9：00～18：00　※祝･休日、１月１～３日を除く

みなさまの心温まる善意に感謝申し上げます。【R2.10月～12月末】
社会福祉事業のためのご寄附（敬称略）

氏　　名 住　　所 金   額
石井　キヨ子（３件） 広尾１丁目 15,000 
MOTO基金代表
神尾　龍三郎

本町５丁目 20,000 

本村　迪子 代々木４丁目 5,000 
本村　孝雄 代々木４丁目 10,000 
神泉町会 神泉町 1,800 
小木曽　滋 円山町 400 
（宗）真如苑 広尾２丁目 1,000,000 
社協の友 5,000 
代官山親隣会 代官山町 700 
匿名（７件） 676,000 

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

及川　夏穂（街の声）　
※ 3,904 円× 10件

東３丁目

39,040

及川夏穂 시윌 Opal 3,904 
及川夏穂 십일윌 Topaz 3,904 
及川夏穂 십이윌 Turquoise 3,904 
渋谷区スポーツ
サポーター　５名

2,500

匿名（５件） 27,800

子ども基金のためのご寄附 （敬称略）
氏　　名 住　　所 金   額

ＳＨＩＢＵＹＥＡＨ 渋谷１丁目 42,800 
全国こども食堂支援セン
ター・むすびえより

650,000 

伊藤　京子 渋谷１丁目 10,000 
松岡　恒雄 代々木１丁目 100,000 
一般社団法人　白菊会 広尾３丁目 50,000 
有限会社コト商事
取締役　鈴木代美

元代々木町 200,000 

宮内　正志 元代々木町 100,000 
シカオ（３件） 9,000 
匿名（６件） 241,000 

令和２年度寄附累計額は、93件 4,569,889円でした。
・社会福祉事業 : 35件 2,045,109円
・ボランティア活動推進事業 :  23件 91,552円
・子 ど も 基 金 : 35件 2,433,228円

種別

こどもテーブル団体へ
ご寄附をいただきました
　昨年12月24日、明治安田生命保険相互会社 渋谷中
央営業所からお米やパスタ等の食材と、同社蒲田西営
業所からマスク、ボールペン等の物品のご寄附をいた
だきました。
　ご寄附いただいた食材等は、こどもテーブル団体に
おいて、活用させていただきました。

明治安田生命保険相互会社品川支社長の田島様
（右）から、内藤会長へ目録の贈呈が行われました。

歳末たすけあい運動募金に
ご協力ありがとうございました

  今年度の募金活動も、区民の皆様、町会、自治会、民生
児童委員協議会よりご支援とご協力をいただきました。
　お寄せいただいた募金は、当会が実施をいたします地
域福祉活動に活用させていただきます。コロナ禍で多く
の制約がある中での運動となりましたが、ご協力をいた
だきました皆さまに御礼を申し上げます。

募金総額は、4,682,405円です

地域交流センター二軒家の活動


