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渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター

　歳末たすけあい運動は、渋谷区の誰もが地域で安心して生活
できるよう、皆さまのあたたかいご理解とご協力を得て、渋谷
区社会福祉協議会（社協）が実施している募金活動です。
　毎年、町会や民生児童委員の方々、区内商店街や企業、地域
住民の皆さまにご協力をいただいています。
　お寄せいただいた募金は、子ども食堂活動や居場所づくり・
学習支援活動、高齢の方や障がいのある方への日常支援や、地
域で活動する団体への助成、要援護者への支援などに活用させ
ていただいております。
　今年度も昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染対策を
行った上、実施いたします。

　渋谷区社会福祉協議会（社協）は、子どもから高齢者、障がいの
ある方まで、幅広く、区民の方に相談援助活動を行っています。
　皆さまからの「会費」を財源に、誰もが住み慣れたところで、安心
して暮らせるよう、「きづきあい みとめあい ささえあい 共に生きる
まち 渋谷」を合言葉に、福祉のまちづくりの実現を目指しています。
　この福祉のまちづくりを実現するために、会員として支えてくだ
さる方を募集しています。

■下記の振替用紙で入会できます。
必要事項をご記入のうえ、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局からお振込ください。
※窓口及びATMから「現金」で払込みされる場合、１件ごとに110円の手数料が加算され、払込
人様負担となります。（注：通帳やカードを利用し、口座からのお支払いの場合はかかりません。）

■社協窓口（渋谷区役所庁舎2階・5階）でも受け付けています。
※本件に係る個人情報は、会員名簿作成、連絡のみに使用します。
※令和３年度より、会員になっていただいた方のお名前、企業名をホームページ、広報紙へ掲載
させていただいております。

◆ 歳末たすけあい運動ってなに？

地域福祉課  地域福祉係（渋谷区役所庁舎2階）　☎０３-5457-2200問合せ先

※口座振込で募金をご希望の場合は、お問い合わせください。　※社協会費も併せて受け付けます。

歳末たすけあい運動募金　受付会場
　社協職員が、皆さまのお近くの施設に伺います。

また、区役所２階の社協窓口でも、平日午前９時～午後4時まで募金を受け付けます。
★外貨での募金も受け付けています。

受 付 時 間 いずれも、午前は9時30分～11時30分、午後は1時～3時です。

募金実施期間

１２月1日～１２月３１日

日 に ち
12月  7日（水）

12月  8日（木）

12月  9日（金）

12月12日（月）

12月13日（火）

12月14日（水）

12月15日（木）

時 間

午 前

場 所
千駄ヶ谷出張所

地域交流センター恵比寿

地域交流センター大向

地域交流センター代々木

地域交流センター上原

地域交流センター新橋

地域交流センター西原

渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやS
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声のニュースレターも
あります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

yahoo!ネット募金
匿名（４件）

ボランティア活動推進事業のためのご寄附（敬称略）
みなさまの心温まる善意に感謝申し上げます。【令和４年６月～９月末】

子ども基金にご寄附をいただきました

宮内　正志 
東京西ロータリークラブ
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

松本　光子 
明治安田生命保険相互会社　品川支社
宮益坂地区まちづくり検討協議会

匿名（２件） 45,529

子ども基金のためのご寄附（敬称略）

川嶋　祐子 10,000
100,000
200,000

20,000

161,339
518,500
10,000
157,446
189,000

令和4年度寄附累計は、４7件  ３，６０８，７３５円です。
社会福祉事業（14件）： １，２９０，３０６円   ボランティア活動推進事業（3件）： １４５，５２９円   子ども基金（30件）： ２，１７２，９００円種 別

※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。

令和4年7月12日、贈呈式が行われました。 令和4年7月28日、贈呈式が行われました。

東京西ロータリークラブ 様
株式会社ルグラン

代表取締役　山辺  仁美 様

CO₂濃度測定器
CO₂ Manager

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い合わせは、 
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

令和4年8月25日、贈呈式が行われました。
（つながるしぶや211号に詳細掲載済み）

渋谷５Gエンターテイメントプロジェクト 様

令和4年9月8日、贈呈式が行われました。

宮益坂地区まちづくり検討協議会 様

令和4年10月14日、贈呈式が行われました。

明治安田生命保険相互会社 品川支社 様

氏　　名 住　　所 金　額

氏　　名 住　　所 金　額

Instagramも更新しています。是非ご覧ください！　@shibuyashakyo_chiki

社会福祉事業のためのご寄附（敬称略）
氏　　名 住　　所 金　額

山後　章子 本町１丁目 9,000
桜丘町会婦人部七夕まつり 桜丘町 15,617
本村　孝雄 代々木４丁目 10,000
本村　迪子 代々木４丁目 5,000
栗林　初恵 67,299
松本　光子 10,000
MOTO基金　代表　神尾　龍三郎 20,000

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。

212
の
号

総務課  庶務係（渋谷区役所庁舎5階）
☎０３-5457-2757　　shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp問合せ先

渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやS

令和４年度 社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会 会員募集！

掲載をご希望の方は、振込用紙の掲載希望欄へ　   をお願いいたします。

領収証発行をご希望の方は、振込用紙の発行希望欄へ　   をお願いいたします。

申
込
み
方
法

個 人 会 員
団 体 会 員
特別賛助会員

年額一口
年額一口
年額一口

1,000円
1,000円
5,000円以上

　この会費は、税制優遇措置が受けら
れます。（裏面をご覧ください。）
　優遇措置を受ける場合には、領収証
が必要です。

いただいたご寄附は、こどもテーブル事業において活用させていただきます。

いただいたご寄附は、こどもテーブル事業において活用させていただきます。

皆さまの温かいご支援をおまちしております。

5
日 に ち

12月15日（木）

12月16日（金）

12月17日（土）

12月19日（月）

12月20日（火）

12月21日（水）

12月22日（木）

時 間
午 後

午 前

場 所
総合ケアコミュニティ・せせらぎ

地域交流センター神宮前

総合ケアコミュニティ・せせらぎ

地域交流センター笹塚

地域交流センター二軒家

地域交流センター本町

地域交流センター代々木の杜

No.212

物品寄附（敬称略）
氏　　名 物品名

株式会社ルグラン CO₂濃度測定器、CO₂ Manager
株式会社ティー・イソブチカンパニー 紅茶
匿名（2件） おしりふき、食材一式

匿名（３件） 1,023,127
本町５丁目

品川区

鶯谷町

港区

富ヶ谷1丁目

渋谷1丁目

元代々木町

▼詳しくはこちら！

（切り取り線）



土・日・祝日 1,000円

生活支援コーディネーター生活支援コーディネーター

●世帯の生計中心者（18歳以上）であること
●世帯収入（父母等養育者）の総収入または合計所得金額を
合算した金額が一定の基準以下であること

●世帯員の預貯金等資産の保有額が600万円以下であること
●世帯員が土地・建物を所有していないこと（現在居住している場合は除く）
　※不動産所得があると対象とならない場合がございます。
●生計中心者および要支援者は都内に引き続き1年以上在住
（住民登録）していること
●生活保護受給世帯の世帯主または世帯員でないこと
●暴力団員が属する世帯の世帯員でないこと
　※その他の要件や必要書類がありますので、まずはご相談ください。

　受験生（中学3年生、高校3年生）のいる世帯を応援
します。一定所得以下の世帯を対象に、学習塾受講料
や高校・大学の受験料を無利子で貸付を行います。

●区内保育施設への送迎
●保育施設等開始前・終了後・休業日
の預かり
●その他の預かり
※預かる場所は原則としてサポート会員宅です。

　地域の中で子育ての援助を受けたい人（ファミリー会員）と子育ての援助を行いたい人（サポート会員）が、「困った
時はお互い様」という考えに基づき、身近な地域の子育ての相互援助を行う会員制の支えあい事業です。

地域総合相談支援係
の情報はこちらから Facebook Twitter Instagram

しぶやボランティアセンター公式LINE

ボランティアをはじめよう

地域福祉課  地域福祉係（渋谷区役所庁舎2階）　☎０３-5457-2200問合せ先

子ども支援課  ファミリー・サポート・センター（渋谷区役所庁舎5階） ☎０３-5457-0221問合せ先

しぶやボランティアセンター（渋谷区役所庁舎2階）　☎０３-6452-5065問合せ先

地域福祉課  地域総合相談支援係（渋谷区役所庁舎2階）
☎０３-6452-5072　　s-soudan-shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp問合せ先

利用日

平 日

利用時間

6 ： 00 ～ 22 ： 00

利用料金
（1時間単位）

800円

ファミリー会員 サポート会員

申込対象要件 区内在住で次のすべてに該当する方

申込期限

貸 付 額

受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内

しぶやボランティアセンターからのお知らせ
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渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやS

総務課  庶務係（渋谷区役所庁舎5階）
☎０３-5457-2757　　shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp問合せ先

お詫びと訂正

地域総合相談支援係からのお知らせ

　スマートフォンやパソコンから“しぶやボランティアセンター”の
ボランティア登録が“かんたん”に出来るようになりました。
 また、公式ＬＩＮＥからボランティア活動情報をお知らせします。

まずは、どんなボランティアがあるのか見てみたい!そんな方は
“公式ＬＩＮＥ”で友だち追加しませんか。最新の情報を随時お知らせします。

ボランティア
登録フォーム

地域福祉コーディネーター
両コーディネーターの近況についての活動報告コラムをご紹介します。

まずは何かを始めたい方は
災害ボランティア
登録フォーム

いざと言う時のサポーター

　渋谷区社会福祉協議会の会費は、寄附金・歳末たすけあ
い運動募金と同様の扱いとなり、所得税、住民税、法人税
において、それぞれの条件を満たすことで税金の優遇措置
を受けることができます。
　この優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となりま
す。その際に、当会が発行した領収書を添付して申告してく
ださい。
　なお、詳しい内容等につきましては税務署にお問い合わ
せください。

　「つながるしぶや No211」４ページ、令和３年度渋谷区社会福祉協議会会員名に
掲載漏れ、記載誤りがありました。
　ご迷惑をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げます。

渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやS

渋谷区社会福祉協議会の会費は、税制優遇措置が受けられます！
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渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやS

ファミリー・サポート・センターに登録しませんか？
地域住民の

学習塾等受講料：上限　200,000円
高 校 受 験 料：上限　　27,400円
大 学 受 験 料：上限　　80,000円
※高校、大学等に入学した場合は、
　返済が免除されます。

令和５年１月31日（火）

たすけあい 活動

利
用
料
金

内
　容

水嶋  賢一個人会員 団体会員
パナソニックエイジーフリーショップ城北 エイジライフ 株式会社
パナソニックエイジフリーショップ城北 エイジライフ 株式会社

誤
正

＜所得控除＞  寄附金合計－2,000円（適用限度額） ＝ 寄附金控除額
＜税額控除＞  （寄附金合計 － 2,000円）×40％ ＝ 寄附金控除額

8/18に渋谷区市民活動
ネットワークプレ交流会（仮称）を

実施しました。
今後も随時、開催をしていく予定です。

地域活動をされていて、
不安なことや困りごとがありましたら
お気軽にご連絡ください。
お待ちしています！

ファミリー・サポート・センターとは？

電話もしくは、申込フォームから申込み

☎03-5457-0221
登録用紙の記入・返送

（申込者にセンターより書類を送付します。）

会員証到着 登録完了

サポート活動は、相互の信頼のもと「ファミリー会員」と「サポート会員」の間で契約を結びます。（準委任契約）

対
象

登
録
ま
で
の
流
れ

区内在住で生後６ヶ月
～小学校３年生までの
子どもを育てている方

電話もしくは、申込フォームから申込み

☎03-5457-0221
事業説明

講習会受講

登録完了

対
象

登
録
ま
で
の
流
れ

20歳以上で心身ともに健康で、子育て経
験、子育てのボランティア経験、または資
格（保育士・幼稚園教諭等）のある方。

令和５年２月８日（水）・
１５日（水）、１７日（金）

申込フォームはこちら 申込フォームはこちら

面接 利用申込

4地域包括支援センターの
地区ごとに「地域の話し合いの場」の

取り組みが進んでいます。
“Support each other（サポイチ）通信”創刊号が
出来上がりました。ぜひ、ご覧ください！

下記QRコードのいずれでも
チェックできます。

サポート イーチ アザー

▲活動の様子

登録要介護認定調査員を募集しています。詳しくは社協ホームページをご覧ください。

次回講習会（予定）

（切り取り線）



土・日・祝日 1,000円

生活支援コーディネーター生活支援コーディネーター

●世帯の生計中心者（18歳以上）であること
●世帯収入（父母等養育者）の総収入または合計所得金額を
合算した金額が一定の基準以下であること

●世帯員の預貯金等資産の保有額が600万円以下であること
●世帯員が土地・建物を所有していないこと（現在居住している場合は除く）
　※不動産所得があると対象とならない場合がございます。
●生計中心者および要支援者は都内に引き続き1年以上在住
（住民登録）していること
●生活保護受給世帯の世帯主または世帯員でないこと
●暴力団員が属する世帯の世帯員でないこと
　※その他の要件や必要書類がありますので、まずはご相談ください。

　受験生（中学3年生、高校3年生）のいる世帯を応援
します。一定所得以下の世帯を対象に、学習塾受講料
や高校・大学の受験料を無利子で貸付を行います。

●区内保育施設への送迎
●保育施設等開始前・終了後・休業日
の預かり
●その他の預かり
※預かる場所は原則としてサポート会員宅です。

　地域の中で子育ての援助を受けたい人（ファミリー会員）と子育ての援助を行いたい人（サポート会員）が、「困った
時はお互い様」という考えに基づき、身近な地域の子育ての相互援助を行う会員制の支えあい事業です。

地域総合相談支援係
の情報はこちらから Facebook Twitter Instagram

しぶやボランティアセンター公式LINE

ボランティアをはじめよう

地域福祉課  地域福祉係（渋谷区役所庁舎2階）　☎０３-5457-2200問合せ先

子ども支援課  ファミリー・サポート・センター（渋谷区役所庁舎5階） ☎０３-5457-0221問合せ先

しぶやボランティアセンター（渋谷区役所庁舎2階）　☎０３-6452-5065問合せ先

地域福祉課  地域総合相談支援係（渋谷区役所庁舎2階）
☎０３-6452-5072　　s-soudan-shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp問合せ先

利用日

平 日

利用時間

6 ： 00 ～ 22 ： 00

利用料金
（1時間単位）

800円

ファミリー会員 サポート会員

申込対象要件 区内在住で次のすべてに該当する方

申込期限

貸 付 額

受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内

しぶやボランティアセンターからのお知らせ

2

渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやS

総務課  庶務係（渋谷区役所庁舎5階）
☎０３-5457-2757　　shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp問合せ先

お詫びと訂正

地域総合相談支援係からのお知らせ

　スマートフォンやパソコンから“しぶやボランティアセンター”の
ボランティア登録が“かんたん”に出来るようになりました。
 また、公式ＬＩＮＥからボランティア活動情報をお知らせします。

まずは、どんなボランティアがあるのか見てみたい!そんな方は
“公式ＬＩＮＥ”で友だち追加しませんか。最新の情報を随時お知らせします。

ボランティア
登録フォーム

地域福祉コーディネーター
両コーディネーターの近況についての活動報告コラムをご紹介します。

まずは何かを始めたい方は
災害ボランティア
登録フォーム

いざと言う時のサポーター

　渋谷区社会福祉協議会の会費は、寄附金・歳末たすけあ
い運動募金と同様の扱いとなり、所得税、住民税、法人税
において、それぞれの条件を満たすことで税金の優遇措置
を受けることができます。
　この優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となりま
す。その際に、当会が発行した領収書を添付して申告してく
ださい。
　なお、詳しい内容等につきましては税務署にお問い合わ
せください。

　「つながるしぶや No211」４ページ、令和３年度渋谷区社会福祉協議会会員名に
掲載漏れ、記載誤りがありました。
　ご迷惑をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げます。

渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやS

渋谷区社会福祉協議会の会費は、税制優遇措置が受けられます！

3

渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやS

ファミリー・サポート・センターに登録しませんか？
地域住民の

学習塾等受講料：上限　200,000円
高 校 受 験 料：上限　　27,400円
大 学 受 験 料：上限　　80,000円
※高校、大学等に入学した場合は、
　返済が免除されます。

令和５年１月31日（火）

たすけあい 活動

利
用
料
金

内
　容

水嶋  賢一個人会員 団体会員
パナソニックエイジーフリーショップ城北 エイジライフ 株式会社
パナソニックエイジフリーショップ城北 エイジライフ 株式会社

誤
正

＜所得控除＞  寄附金合計－2,000円（適用限度額） ＝ 寄附金控除額
＜税額控除＞  （寄附金合計 － 2,000円）×40％ ＝ 寄附金控除額

8/18に渋谷区市民活動
ネットワークプレ交流会（仮称）を

実施しました。
今後も随時、開催をしていく予定です。

地域活動をされていて、
不安なことや困りごとがありましたら
お気軽にご連絡ください。
お待ちしています！

ファミリー・サポート・センターとは？

電話もしくは、申込フォームから申込み

☎03-5457-0221
登録用紙の記入・返送

（申込者にセンターより書類を送付します。）

会員証到着 登録完了

サポート活動は、相互の信頼のもと「ファミリー会員」と「サポート会員」の間で契約を結びます。（準委任契約）

対
象

登
録
ま
で
の
流
れ

区内在住で生後６ヶ月
～小学校３年生までの
子どもを育てている方

電話もしくは、申込フォームから申込み

☎03-5457-0221
事業説明

講習会受講

登録完了

対
象

登
録
ま
で
の
流
れ

20歳以上で心身ともに健康で、子育て経
験、子育てのボランティア経験、または資
格（保育士・幼稚園教諭等）のある方。

令和５年２月８日（水）・
１５日（水）、１７日（金）

申込フォームはこちら 申込フォームはこちら

面接 利用申込

4地域包括支援センターの
地区ごとに「地域の話し合いの場」の

取り組みが進んでいます。
“Support each other（サポイチ）通信”創刊号が
出来上がりました。ぜひ、ご覧ください！

下記QRコードのいずれでも
チェックできます。

サポート イーチ アザー

▲活動の様子

登録要介護認定調査員を募集しています。詳しくは社協ホームページをご覧ください。

次回講習会（予定）

（切り取り線）
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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。

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/

No.212
令和４年11月15日発行

つながる●しぶやS
渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター

　歳末たすけあい運動は、渋谷区の誰もが地域で安心して生活
できるよう、皆さまのあたたかいご理解とご協力を得て、渋谷
区社会福祉協議会（社協）が実施している募金活動です。
　毎年、町会や民生児童委員の方々、区内商店街や企業、地域
住民の皆さまにご協力をいただいています。
　お寄せいただいた募金は、子ども食堂活動や居場所づくり・
学習支援活動、高齢の方や障がいのある方への日常支援や、地
域で活動する団体への助成、要援護者への支援などに活用させ
ていただいております。
　今年度も昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染対策を
行った上、実施いたします。

　渋谷区社会福祉協議会（社協）は、子どもから高齢者、障がいの
ある方まで、幅広く、区民の方に相談援助活動を行っています。
　皆さまからの「会費」を財源に、誰もが住み慣れたところで、安心
して暮らせるよう、「きづきあい みとめあい ささえあい 共に生きる
まち 渋谷」を合言葉に、福祉のまちづくりの実現を目指しています。
　この福祉のまちづくりを実現するために、会員として支えてくだ
さる方を募集しています。

■下記の振替用紙で入会できます。
必要事項をご記入のうえ、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局からお振込ください。
※窓口及びATMから「現金」で払込みされる場合、１件ごとに110円の手数料が加算され、払込
人様負担となります。（注：通帳やカードを利用し、口座からのお支払いの場合はかかりません。）

■社協窓口（渋谷区役所庁舎2階・5階）でも受け付けています。
※本件に係る個人情報は、会員名簿作成、連絡のみに使用します。
※令和３年度より、会員になっていただいた方のお名前、企業名をホームページ、広報紙へ掲載
させていただいております。

◆ 歳末たすけあい運動ってなに？

地域福祉課  地域福祉係（渋谷区役所庁舎2階）　☎０３-5457-2200問合せ先

※口座振込で募金をご希望の場合は、お問い合わせください。　※社協会費も併せて受け付けます。

歳末たすけあい運動募金　受付会場
　社協職員が、皆さまのお近くの施設に伺います。

また、区役所２階の社協窓口でも、平日午前９時～午後4時まで募金を受け付けます。
★外貨での募金も受け付けています。

受 付 時 間 いずれも、午前は9時30分～11時30分、午後は1時～3時です。

募金実施期間

１２月1日～１２月３１日

日 に ち
12月  7日（水）

12月  8日（木）

12月  9日（金）

12月12日（月）

12月13日（火）

12月14日（水）

12月15日（木）

時 間

午 前

場 所
千駄ヶ谷出張所

地域交流センター恵比寿

地域交流センター大向

地域交流センター代々木

地域交流センター上原

地域交流センター新橋

地域交流センター西原

渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやS

6

声のニュースレターも
あります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

yahoo!ネット募金
匿名（４件）

ボランティア活動推進事業のためのご寄附（敬称略）
みなさまの心温まる善意に感謝申し上げます。【令和４年６月～９月末】

子ども基金にご寄附をいただきました

宮内　正志 
東京西ロータリークラブ
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

松本　光子 
明治安田生命保険相互会社　品川支社
宮益坂地区まちづくり検討協議会

匿名（２件） 45,529

子ども基金のためのご寄附（敬称略）

川嶋　祐子 10,000
100,000
200,000

20,000

161,339
518,500
10,000
157,446
189,000

令和4年度寄附累計は、４7件  ３，６０８，７３５円です。
社会福祉事業（14件）： １，２９０，３０６円   ボランティア活動推進事業（3件）： １４５，５２９円   子ども基金（30件）： ２，１７２，９００円種 別

※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。

令和4年7月12日、贈呈式が行われました。 令和4年7月28日、贈呈式が行われました。

東京西ロータリークラブ 様
株式会社ルグラン

代表取締役　山辺  仁美 様

CO₂濃度測定器
CO₂ Manager

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い合わせは、 
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

令和4年8月25日、贈呈式が行われました。
（つながるしぶや211号に詳細掲載済み）

渋谷５Gエンターテイメントプロジェクト 様

令和4年9月8日、贈呈式が行われました。

宮益坂地区まちづくり検討協議会 様

令和4年10月14日、贈呈式が行われました。

明治安田生命保険相互会社 品川支社 様

氏　　名 住　　所 金　額

氏　　名 住　　所 金　額

Instagramも更新しています。是非ご覧ください！　@shibuyashakyo_chiki

社会福祉事業のためのご寄附（敬称略）
氏　　名 住　　所 金　額

山後　章子 本町１丁目 9,000
桜丘町会婦人部七夕まつり 桜丘町 15,617
本村　孝雄 代々木４丁目 10,000
本村　迪子 代々木４丁目 5,000
栗林　初恵 67,299
松本　光子 10,000
MOTO基金　代表　神尾　龍三郎 20,000

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。

212
の
号

総務課  庶務係（渋谷区役所庁舎5階）
☎０３-5457-2757　　shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp問合せ先

渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやS

令和４年度 社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会 会員募集！

掲載をご希望の方は、振込用紙の掲載希望欄へ　   をお願いいたします。

領収証発行をご希望の方は、振込用紙の発行希望欄へ　   をお願いいたします。

申
込
み
方
法

個 人 会 員
団 体 会 員
特別賛助会員

年額一口
年額一口
年額一口

1,000円
1,000円
5,000円以上

　この会費は、税制優遇措置が受けら
れます。（裏面をご覧ください。）
　優遇措置を受ける場合には、領収証
が必要です。

いただいたご寄附は、こどもテーブル事業において活用させていただきます。

いただいたご寄附は、こどもテーブル事業において活用させていただきます。

皆さまの温かいご支援をおまちしております。

5
日 に ち

12月15日（木）

12月16日（金）

12月17日（土）

12月19日（月）

12月20日（火）

12月21日（水）

12月22日（木）

時 間
午 後

午 前

場 所
総合ケアコミュニティ・せせらぎ

地域交流センター神宮前

総合ケアコミュニティ・せせらぎ

地域交流センター笹塚

地域交流センター二軒家

地域交流センター本町

地域交流センター代々木の杜

No.212

物品寄附（敬称略）
氏　　名 物品名

株式会社ルグラン CO₂濃度測定器、CO₂ Manager
株式会社ティー・イソブチカンパニー 紅茶
匿名（2件） おしりふき、食材一式

匿名（３件） 1,023,127
本町５丁目

品川区

鶯谷町

港区

富ヶ谷1丁目

渋谷1丁目

元代々木町

▼詳しくはこちら！

（切り取り線）



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。

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/

No.212
令和４年11月15日発行

つながる●しぶやS
渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター

　歳末たすけあい運動は、渋谷区の誰もが地域で安心して生活
できるよう、皆さまのあたたかいご理解とご協力を得て、渋谷
区社会福祉協議会（社協）が実施している募金活動です。
　毎年、町会や民生児童委員の方々、区内商店街や企業、地域
住民の皆さまにご協力をいただいています。
　お寄せいただいた募金は、子ども食堂活動や居場所づくり・
学習支援活動、高齢の方や障がいのある方への日常支援や、地
域で活動する団体への助成、要援護者への支援などに活用させ
ていただいております。
　今年度も昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染対策を
行った上、実施いたします。

　渋谷区社会福祉協議会（社協）は、子どもから高齢者、障がいの
ある方まで、幅広く、区民の方に相談援助活動を行っています。
　皆さまからの「会費」を財源に、誰もが住み慣れたところで、安心
して暮らせるよう、「きづきあい みとめあい ささえあい 共に生きる
まち 渋谷」を合言葉に、福祉のまちづくりの実現を目指しています。
　この福祉のまちづくりを実現するために、会員として支えてくだ
さる方を募集しています。

■下記の振替用紙で入会できます。
必要事項をご記入のうえ、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局からお振込ください。
※窓口及びATMから「現金」で払込みされる場合、１件ごとに110円の手数料が加算され、払込
人様負担となります。（注：通帳やカードを利用し、口座からのお支払いの場合はかかりません。）

■社協窓口（渋谷区役所庁舎2階・5階）でも受け付けています。
※本件に係る個人情報は、会員名簿作成、連絡のみに使用します。
※令和３年度より、会員になっていただいた方のお名前、企業名をホームページ、広報紙へ掲載
させていただいております。

◆ 歳末たすけあい運動ってなに？

地域福祉課  地域福祉係（渋谷区役所庁舎2階）　☎０３-5457-2200問合せ先

※口座振込で募金をご希望の場合は、お問い合わせください。　※社協会費も併せて受け付けます。

歳末たすけあい運動募金　受付会場
　社協職員が、皆さまのお近くの施設に伺います。

また、区役所２階の社協窓口でも、平日午前９時～午後4時まで募金を受け付けます。
★外貨での募金も受け付けています。

受 付 時 間 いずれも、午前は9時30分～11時30分、午後は1時～3時です。

募金実施期間

１２月1日～１２月３１日

日 に ち
12月  7日（水）

12月  8日（木）

12月  9日（金）

12月12日（月）

12月13日（火）

12月14日（水）

12月15日（木）

時 間

午 前

場 所
千駄ヶ谷出張所

地域交流センター恵比寿

地域交流センター大向

地域交流センター代々木

地域交流センター上原

地域交流センター新橋

地域交流センター西原

渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやS

6

声のニュースレターも
あります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

yahoo!ネット募金
匿名（４件）

ボランティア活動推進事業のためのご寄附（敬称略）
みなさまの心温まる善意に感謝申し上げます。【令和４年６月～９月末】

子ども基金にご寄附をいただきました

宮内　正志 
東京西ロータリークラブ
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

松本　光子 
明治安田生命保険相互会社　品川支社
宮益坂地区まちづくり検討協議会

匿名（２件） 45,529

子ども基金のためのご寄附（敬称略）

川嶋　祐子 10,000
100,000
200,000

20,000

161,339
518,500
10,000
157,446
189,000

令和4年度寄附累計は、４7件  ３，６０８，７３５円です。
社会福祉事業（14件）： １，２９０，３０６円   ボランティア活動推進事業（3件）： １４５，５２９円   子ども基金（30件）： ２，１７２，９００円種 別

※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。

令和4年7月12日、贈呈式が行われました。 令和4年7月28日、贈呈式が行われました。

東京西ロータリークラブ 様
株式会社ルグラン

代表取締役　山辺  仁美 様

CO₂濃度測定器
CO₂ Manager

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い合わせは、 
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

令和4年8月25日、贈呈式が行われました。
（つながるしぶや211号に詳細掲載済み）

渋谷５Gエンターテイメントプロジェクト 様

令和4年9月8日、贈呈式が行われました。

宮益坂地区まちづくり検討協議会 様

令和4年10月14日、贈呈式が行われました。

明治安田生命保険相互会社 品川支社 様

氏　　名 住　　所 金　額

氏　　名 住　　所 金　額

Instagramも更新しています。是非ご覧ください！　@shibuyashakyo_chiki

社会福祉事業のためのご寄附（敬称略）
氏　　名 住　　所 金　額

山後　章子 本町１丁目 9,000
桜丘町会婦人部七夕まつり 桜丘町 15,617
本村　孝雄 代々木４丁目 10,000
本村　迪子 代々木４丁目 5,000
栗林　初恵 67,299
松本　光子 10,000
MOTO基金　代表　神尾　龍三郎 20,000

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。

212
の
号

総務課  庶務係（渋谷区役所庁舎5階）
☎０３-5457-2757　　shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp問合せ先

渋谷区社会福祉協議会 ニュースレター
つながる●しぶやS

令和４年度 社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会 会員募集！

掲載をご希望の方は、振込用紙の掲載希望欄へ　   をお願いいたします。

領収証発行をご希望の方は、振込用紙の発行希望欄へ　   をお願いいたします。

申
込
み
方
法

個 人 会 員
団 体 会 員
特別賛助会員

年額一口
年額一口
年額一口

1,000円
1,000円
5,000円以上

　この会費は、税制優遇措置が受けら
れます。（裏面をご覧ください。）
　優遇措置を受ける場合には、領収証
が必要です。

いただいたご寄附は、こどもテーブル事業において活用させていただきます。

いただいたご寄附は、こどもテーブル事業において活用させていただきます。

皆さまの温かいご支援をおまちしております。

5
日 に ち

12月15日（木）

12月16日（金）

12月17日（土）

12月19日（月）

12月20日（火）

12月21日（水）

12月22日（木）

時 間
午 後

午 前

場 所
総合ケアコミュニティ・せせらぎ

地域交流センター神宮前

総合ケアコミュニティ・せせらぎ

地域交流センター笹塚

地域交流センター二軒家

地域交流センター本町

地域交流センター代々木の杜

No.212

物品寄附（敬称略）
氏　　名 物品名

株式会社ルグラン CO₂濃度測定器、CO₂ Manager
株式会社ティー・イソブチカンパニー 紅茶
匿名（2件） おしりふき、食材一式

匿名（３件） 1,023,127
本町５丁目

品川区

鶯谷町

港区

富ヶ谷1丁目

渋谷1丁目

元代々木町

▼詳しくはこちら！

（切り取り線）


