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しぶやボランティアセンターしぶやボランティアセンター presentspresentspresentspresents

2021夏・体験ボランティア2021夏・体験ボランティア

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。

　今年は、自宅にいながらできる“在宅型” と感染症対策に留意した“体験型”
を開催します。活動内容によって活動期間、費用などは異なります。
　８月におうちで！渋谷で！ボランティアしてみませんか！！　　　　

活動期間   ８月２日（月）～３１日（火）
費 用    ボランティア保険代（３５０円）、交通費等

定 員    プログラムごとに定員があります。

申込方法    グーグルフォームまたは窓口（※申込受付は先着順とし、定員になり次第締切ります。）

問合せ先    しぶやボランティアセンター　☎ ０３－５４５７－２２００
 〈窓口〉渋谷区宇田川町１－１　渋谷区役所庁舎２階　（土・日、祝日を除く８時 30 分～ 17 時）

 〈ホームページ〉http://vcshibuya.jp

　普段なじみの薄い防災食を使い、お
いしく食べられるレシピを作ります。

〈参加手順〉
①申込フォームにて材料受取日を予約
②窓口にて防災食を受取
③実際に料理を作って、レシピを作成
④指定フォーマットに記入して提出

※寄せられたレシピはフードバンク渋
谷などで配布されます。

　防災食レシピづくり

　渋谷の落書き問題について学び、街に
ある落書きを探し、実際に落書き消しや
ステッカーはがしをする『渋谷をもっと
きれいにする』プログラムです。

〈説明会〉※要事前予約
　日時：８月１０日（火）午前１０時より
　場所：渋谷区役所８階会議室

〈プログラム実施日〉
　８月下旬の予定です。詳細については、
ホームページ及び説明会にてご案内します。

　落書き消しプログラム

　コロナ禍で頑張ってくださっている
医療従事者の方々へ、はがきで絵や
メッセージなどを描いて送ります。

　絵のテーマは「夏」です。心がホッ
とするような想いのこもった作品をお
待ちしています。
　ご用意いただくものは【はがきと筆
記用具】です。
　集まったはがきは渋谷区内のコロナ
関連医療機関に送付予定です。

　ホスピタル・アート

２０２１ 夏・体験ボランティア　情報はこちら→　 しぶやボランティアセンター 検索 　

プログラムにより申込期間、活動期間、費用が異なります。詳しくは下記（ホームページ）をご確認ください！！

▼しぶやボランティアセンター▼しぶやボランティアセンター
　ホームページQRコード　ホームページQRコード

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！

　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、さまざまな
事業を行っています。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ご紹介をしていきます。
　今回ご紹介するのは子ども支援課こどもテーブル係です。こどもテーブル事業および景丘の家運営事業を行っています。

活動団体への支援
　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。

　平成１０年に故郡司ひさゑさんの
ご遺志に基づいて寄贈を受け、地域
の福祉活動などに活用された後、平
成３１年３月に、幅広い世代が集い、
交流する場として開設しました。

こども基金へのご寄附に
ご協力ください
　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。

景丘の家運営事業景丘の家運営事業
こどもテーブル事業こどもテーブル事業

◀︎こどもテーブル 
　ホームページQRコード

渋谷社協 今日も元気です。  ～子ども支援課　こどもテーブル係～

問合せ先	 子ども支援課　こどもテーブル係　☎03ー5457ー0221 

　軽度の認知症や障がいがあり、ご自分の判断で適切に選択することが難しい方や、外出困難などにより日常生活に支障
がある方に、必要な福祉サービスの利用を支援する「あんしんサービス」事業の利用料を、下記のとおり改定しました。

改 定 内 容  ①福祉サービスの利用援助					１時間まで１，０００円　超過３０分ごとに５００円加算 
 ②日常的金銭管理サービス					１時間まで１，０００円　超過３０分ごとに５００円加算
 ③書類などの預かりサービス		年間６，０００円（１か月５００円）

令和3年４月1日より あんしんサービスの利用料が改定になりました

問合せ先　成年後見支援センター　☎ 03ー5457ー0099

渋谷区成年後見支援センターからのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の
影響による緊急小口資金等の
特例貸付について

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少が
あった世帯に貸付を行っています。

※下記①～③の特例貸付を一度受けた方は、
　再度申請することはできません。

資金の種類
①緊急小口資金、②総合支援資金、③総合支援資金再貸付

資金ごとに対象要件、必要書類等が異なりますので、申請さ
れる方は、お問い合わせください。

申請方法 	 郵送もしくは窓口　
	 ※窓口ご希望の方は必ず予約をしてください。

赤い羽根募金による
地域配分（Ｂ配分）の
申請受付

　地域でお寄せいただいた赤い羽根募金は、その地域で活
かすため、おもに施設や団体が行う地域福祉を向上・増進
する事業に配分（Ｂ配分）されます。

対象事業 	 地域利用者の日常生活向上に役立つ事業
	 ただし、施設・団体維持のための運営費は対象

外です。

申 請 額 	 １施設・団体につき１０～３０万円

申請方法 	 所定の申請書（東京都共同募金会ＨＰでダウン
ロード可）を東京都共同募金会へ郵送

※詳しくは、東京都共同募金会ＨＰまたはお問い合わせください。

東京都共同募金会  ☎ 03ー5292ー3183 
  https://www.tokyo-akaihane.or.jp

8月31日（火）必着 8月31日（火）必着

問合せ先　地域福祉係　☎ 03ー5457ー2200

【景丘の家所在地】
渋谷区恵比寿4-5-15

７月１日		子ども支援課（こどもテーブル係、子育て支援係、ファミリー・サポート・センター）は区役所５階へ移転しました。
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会費収入
3,368
会費収入
3,368
会費収入
3,368
寄附金収入
4,630
寄附金収入
4,630
寄附金収入
4,630

経常経費補助金収入
 315,357
経常経費補助金収入
 315,357
経常経費補助金収入
 315,357

受託金収入
 732,334
受託金収入
 732,334
受託金収入
 732,334

事業収入
 14,233
事業収入
 14,233
事業収入
 14,233

介護保険
事業収入
 27,985

介護保険
事業収入
 27,985

介護保険
事業収入
 27,985

障害福祉
サービス等
事業収入
 17,069

障害福祉
サービス等
事業収入
 17,069

障害福祉
サービス等
事業収入
 17,069

その他の収入
 81,104
その他の収入
 81,104
その他の収入
 81,104 法人運営事業

 169,050
法人運営事業
 169,050
法人運営事業
 169,050

地域福祉事業
（ふれあいのまち
　づくり事業を含む）
 　　　　　　26,128

地域福祉事業
（ふれあいのまち
　づくり事業を含む）
 　　　　　　26,128

地域福祉事業
（ふれあいのまち
　づくり事業を含む）
 　　　　　　26,128

生活福祉資金貸付事業
 26,735
生活福祉資金貸付事業
 26,735
生活福祉資金貸付事業
 26,735
成年後見支援センター事業
 48,899
成年後見支援センター事業
 48,899
成年後見支援センター事業
 48,899

障害者社会参加支援事業
 135,581
障害者社会参加支援事業
 135,581
障害者社会参加支援事業
 135,581

高齢者福祉支援事業
 155,767
高齢者福祉支援事業
 155,767
高齢者福祉支援事業
 155,767

子育て支援事業
 293,511
子育て支援事業
 293,511
子育て支援事業
 293,511

こどもテーブル事業
（景丘の家運営
　　事業を含む）
 　　　　80,912

こどもテーブル事業
（景丘の家運営
　　事業を含む）
 　　　　80,912

こどもテーブル事業
（景丘の家運営
　　事業を含む）
 　　　　80,912

せせらぎ管理運営事業
 214,848
せせらぎ管理運営事業
 214,848
せせらぎ管理運営事業
 214,848

ボランティア活動
推進事業
 26,911

ボランティア活動
推進事業
 26,911

ボランティア活動
推進事業
 26,911

ヘルパーステーション事業
 46,978
ヘルパーステーション事業
 46,978
ヘルパーステーション事業
 46,978 歳末たすけあい運動事業

 500
歳末たすけあい運動事業
 500
歳末たすけあい運動事業
 500

支出
1,225,820

（千円）

受託金収入
 35,061
受託金収入
 35,061
受託金収入
 35,061

介護保険
事業収入
 6,984

介護保険
事業収入
 6,984

介護保険
事業収入
 6,984

その他の収入
 8,134
その他の収入
 8,134
その他の収入
 8,134

前期末支払資金残高
 4,758
前期末支払資金残高
 4,758
前期末支払資金残高
 4,758

収入
54,937
（千円）

地域包括支援
センター事業
 50,179

地域包括支援
センター事業
 50,179

地域包括支援
センター事業
 50,179

支出
50,179
（千円）

前期未支払資金残高
 64,966
前期未支払資金残高
 64,966
前期未支払資金残高
 64,966社 会 福 祉

事 業 区 分

公　　益
事 業 区 分

収入
1,261,046

（千円）

収 支 予 算
［ 支出総額　１２億 ７，５９９万 ９千円 ］

令和３年度 社会福祉協議会 事業計画・予算が決まりました

（１）区民の生活課題や地域課題の的確な把握に努め、そ
の解決・対応に向けた支援等を適切に実施します。

（２）地域における住民同士の交流や支え合いの活性化を
図るため、地域住民の主体的活動によるコミュニ
ティづくりを支援します。

（３）渋谷区等の関係機関との連携・協力を深め、高齢者
や障がいのある人、子育て世帯等に対するサービス
の提供を着実に実施します。

（４）渋谷区社協の事業や活動に対する理解を広げるため、
区民等に対する周知・広報や情報提供を積極的に行
います。

（５）法人経営の基盤強化のため、財源の確保と適正な執
行に努めるとともに、安定的な業務運営に資するよ
う、職員の能力開発と専門性の向上を図ります。

基 本 方 針

（１）こどもテーブル事業の拡充
（２）景丘の家運営の充実
（３）成年後見推進事業の充実
（４）障がい者基幹相談支援センターの充実
（５）ふれあいのまちづくり事業の推進	

（６）地域支援事業の推進
（７）ボランティア活動推進事業の充実
（８）介護保険事業等の充実
（９）広報活動の強化と広告収入の取得
（10）渋谷区からの受託事業・補助事業の着実な実施		

重 点 取 り 組 み 事 項

問合せ先　総務課　☎ 03ー5457ー2757　　 	shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp

　社協では、会費を財源に、地域の皆さまと協力しながら、安心して暮らせる
まちづくりを進めています。会員として支えてくださる方を募集しています。
申込方法   

　お近くの民生児童委員または社協窓口（総務課、総合ケアコミュニティ・せ
せらぎ）で申込受付しております。郵便払込をご希望の方には、専用の払込用
紙を郵送いたします。

会費（年額一口）
個 人 会 員 1,000 円
団 体 会 員 1,000 円
特別賛助会員 5,000 円以上

令和３年度 社会福祉協議会会員募集
　　　　　～会員会費は、税制優遇措置が受けられます～

総合ケアコミュティ・せせらぎのコンポスト（堆肥）を差し上げます。	せせらぎ管理係	☎︎03-5790-0900	までご連絡ください。
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Instagramも更新しています。ぜひご覧ください！　@shibuyashakyo_chiki

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

お気軽にお立ち寄りくださいお気軽にお立ち寄りください 声のニュースレターも声のニュースレターも
ありますあります
　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。

208
号
の

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
は
…

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849ー277	 （月）～（土） 9：00 ～18：00　※祝･休日、１月１～３日を除く

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849ー277	 （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。【R3.1月～6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（４件） 広尾１丁目 12,000	
宗教法人日本基督教団
広尾教会
代表者　米山恭平

広尾２丁目 10,000	

富ヶ谷二丁目町会 富ヶ谷２丁目 14,000	
青柳　文三 笹塚３丁目 5,000	
佐藤　啓子 東２丁目 10,000	
山後　章子 本町１丁目 9,000	
渋谷桜丘町会婦人部 桜丘町 8,167
中筋　桂子（２件） 西原１丁目 17,782
松本　光子 10,000
匿名（16件） 1,173,200	
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
匿名（３件） 14,677
子ども基金のためのご寄附 （敬称略）

氏　　名 住　　所 金   額
東京都書店商業組合
渋谷支部	支部長
桜内　秀吉

西原１丁目 200,000

氏　　名 住　　所 金   額
均整法学会旧関東支部 武蔵野市 15,886	
株式会社アース・インター
ナショナル　代表取締役
湯谷　孝徳（2件）

富ヶ谷１丁目 50,000	

株式会社トレストーレス 富ヶ谷２丁目 200,000
東京神宮ロータリークラブ
会長　坂野　尚子

港区 100,000

渋谷のＫ子（2件） 6,000
松本　光子 10,000
万石　久志 神宮前２丁目 10,000
匿名（６件） 243,000
物品寄附【R2.7 ～ R3.6】

氏　　名 物品名
フードバンク渋谷 菓子
明治安田生命保険相互会社 消毒液、J1グッズ、米、

パスタ、カレー等
日本航空株式会社 レトルトご飯、粉末茶

トマトジュース
荒谷　賢太 肉、米、卵
東急百貨店本店 レトルトご飯、魚の煮つけ
有限会社　田中農場 米

氏　　名 物品名
TRUNK ミネラルウォーター
株式会社　REPUBLI ９ ビーガン餃子
日本アムウェイ合同会社 調味料、マスク、手指消

毒液
あやめの苑
地域包括支援センター

カロリーメイト

群馬県伊勢崎市　匿名 食事券
株式会社	ブルーマン 冷凍とんかつ、米
シブヤミライデザイン・
マースジャパンリミテッド

ナッツバー

東京電力パワーグリッド	
株式会社

米

キユーピー株式会社 絵本
日本サニパック株式会社 手提げ袋、米
P&Gジャパン合同会社 マスク
全国食支援活動協力会 飲料
株式会社	パソナ、A.R.メ
ディコム・インク・アジア・
リミテッド社

マスク

Discovery	Eurosport ゼリー、ヨーグルト、シリアル
匿名（８件） 野菜、菓子

令和２年度寄附総額は、122件 5,397,000円です。
・社会福祉事業  :  52件  2,222,434円
・ボランティア活動推進事業  :   27件  102,452円
・子 ど も 基 金  :  43件  3,072,114円

種別

やすらぎサービス協力会員
個別説明会

　やすらぎサービスは、住民同士でたすけあ
う会員制の有償サービスです。家事援助や外
出介助などをしてくださる協力会員を募集し
ています。協力会員には、活動時間に応じて
謝礼金が支払われます。（年度会費1,000円
が必要）
説明会   毎月第2・4水曜日午後1時～3時 ※要予約
場　所  渋谷区役所庁舎2階（渋谷区宇田川町1-1）
対　象  心身ともに健康な18歳以上の方※資格不要
会　費  1,000円（年度会費）
謝礼金  1時間 800円（交通費別途支給）
要予約   事前にお電話でご予約下さい。

お手伝いしてくださる方を募集しています

マスクのご寄附を
いただきました

　 ㈱パソナ様、A.R.メディコム・インク・アジア・リ
ミテッド社様からマスクのご寄付をいただきました。
　ご寄附いただいたマスクは、社協内各事
業において活用させていただきました。

㈱パソナ第 4営業部の皆様から、内藤会長へマスクの贈呈が行われました。
※贈呈式時は、マスクの着用、換気、社会的距離の確保を徹底し、感染対
策を行いました。撮影時のみ、マスクを外して撮影しました。 問合せ先　地域支援係 ☎ 03ー5457ー2200


