
1平成30年度社協会員募集！　個人会員　年額一口1,000円　 申込み・問合せ 　総務課 ☎５４５７－２７５７

歳末たすけあい運動にご協力をお願いします

募金を活用した
支援のカタチ
高齢者、障害児・者への日常生活支援
 ● 紙おむつ助成事業

地域活動への支援
 ● 福祉活動団体助成  
 ● ふれあい・いきいきサロン助成
 ● ボランティア活動推進事業  
 ● やすらぎサービス（有償家事援助）事業
 ● 移動サービス（福祉有償運送）事業

要援護者への支援
 ● 緊急援護事業
 ● 区内要支援者への支援

問合せ先　地域福祉課　地域福祉係　☎ 5457-2200

◇主　催　東京都共同募金会　
◇実　施　渋谷区社会福祉協議会
◇協　賛　渋谷区　 渋谷区町会連合会　 渋谷区民生児童委員協議会

12 月1日～31日

募金箱は、神南分庁舎１階の社協事務局
や社協の各施設、また、区内の商店会な
どに設置します。設置場所についてはお
問合せください。

お知らせ
その１

「街頭募金」を実施します。
日時：12月9日（日）　13：00～15：00
場所：JR代々木駅西口周辺、JR恵比寿駅
 西口・東口周辺、JR渋谷駅西口周辺
 京王線笹塚駅改札口周辺
 ※天候状況により変更になる場合もあります

お知らせ
その2

赤い羽根データーベース「はねっと」にて
募金の使い道をご覧になれます
http://www.tokyo-akaihane.or.jp/

地域の居場所（サロン）
で仲間づくり！

福祉車両で車いすの
まま乗車して通院

　歳末たすけあい運動は、共同募金の一環として、町会、自治会、民生
児童委員協議会、区内商店会、企業など多くの皆様に、ご協力をいただ
いて、毎年取り組んでおります。地域の皆様の温かいお気持ちを、今年
も歳末たすけあい運動にお寄せください。この募金は、社会福祉協議会
が実施するさまざまな支援活動の充実のために使わせていただきます。

編集発行 社会福祉法人  渋谷区社会福祉協議会
〒 150-0042 渋谷区宇田川町５番２号
☎ 5457-2757（総務課）  FAX 3476-4904　http://www.shibuyashakyo.or.jp/
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「渋谷区こどもテーブル」と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。10月末現在、子ども食堂26団体、居場所づくり・学習支援23団体、NPO法人、企業などが、子ども
たちの健やかな成長のために活動しています。
　今回の特集では、子ども食堂4団体、居場所づくり・学習支援4団体を紹介します。　

こどもテーブル特集

渋谷区こどもテーブル
渋谷区 

こ こどもテーブル
KODOMO TABLE

子 ど も 食 堂

上原ファンイン

実 施 日　第1水曜日　17：30～20：00
実施場所　大山町会館（大山町21-10）
問合せ先　info@peersupport.jp
団体からひとこと　
　小学生高学年から、中学生、ボランティアの高校
生や地域のおばちゃん、みんなで楽しく夕飯を作っ
て食べています。宿題を持って来たり、一緒にゲー
ムをしたりも出来ます。

リフレッシュ氷川
子ども食堂

実 施 日　第2月曜日　17：30～18：30
実施場所　リフレッシュ氷川（東1-26-23）
問合せ先　chooheki2017＠outlook.jp
団体からひとこと
　子どもと大人、皆で一緒に食事をしよう！！
　そこには違った出会いがあり、味が待っています。
　子どもが育つもう一つの場、「リフレッシュ氷川子
ども食堂」地域の力を育てる場ともなるように！！
　生活学校のおばさんたちが待っています。

原宿こどもテーブル
ゆめとぴあきっちん

実 施 日　第4土曜日　15：40～20：00
実施場所　地域交流センター神宮前
　　　　　（神宮前 6-10-14）
問合せ先　☎080-4116-0088　すぎやま
　　　　　npoearthlink@gmail.com
団体からひとこと
 「あーとがあーすにできるコト」をテーマに、自然食
材を中心にした食育、お菓子づくり、お料理づくり、
マンガ・アート体験を通して、「生きる力」をはぐくみ
ます。多世代スタッフ、大学生ボランティア活躍中！

ささはたっこ

実 施 日　第2金曜日　17：00～19：30
実施場所　笹塚高架下施設（笹塚1-50-16）
問合せ先　info@peersupport.jp
団体からひとこと
 「ささはたっこ」は、毎月第2金曜日をニコニコフラ
イデーとして、ご飯を食べてから、施設内の体育室
で、帝京短期大学の学生と一緒に遊べる居場所として
地域に定着しています。
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　ここに掲載していない団体も多数あります。その他のこどもテーブル団体
情報の詳細については、渋谷区こどもテーブルホームページをご覧くださ
い。（新たに活動を始めた団体についても随時掲載しています。）

渋谷区こどもテーブル▶
　ホームページQRコード　

居 場 所 づ く り ・ 学 習 支 援

2020年東京オリンピックに
向けて英語を学ぶ会

実 施 日　月2回土曜日　14：00～15：00
実施場所　総合ケアコミュニティ・せせらぎ
　　　　　（西原 1-40-10）
問合せ先　☎090-1885-1964　川

かわ

路
じ

　　　　　toshikikawaji@hotmail.com
団体からひとこと
　街中で困っている外国人を見かけた際に、道案内
等の手助けが出来るレベルの英語力を身につける会
です。
　地域住民（高校生、大学生、社会人）が子どもた
ちを対象に、交代で講師をつとめています。数ヶ月
に一度、外国人を講師として招き、日ごろ勉強した
英語を実践形式で使います。

かげおかひろば

実 施 日　毎月最終木曜日　18：00～21：00
実施場所　渋谷区立加計塚小学校（恵比寿4-21-10）
問合せ先　☎3446-2010　入江
団体からひとこと
　子どもから大人の居場所として始まった「かげお
かひろば」です。時間内は、出入り自由な場所として
開催しています。遊びや勉強、クラフトをしたりおや
つを作ったり、太極拳や気功などを行って健康増進を
図っています。

子どもと一緒に遊び隊

実 施 日　不定期開催(主に日曜日午後)
　　　　　※活動日詳細はHPをご覧ください
　　https://blogs.yahoo.co.jp/asobitai0512
実施場所　千駄ヶ谷社会教育館　(千駄ヶ谷1-6-5)
　　　　　※キャンプ活動等野外活動もあり
問合せ先　asobitai-home@hotmail.co.jp
団体からひとこと
　千駄ヶ谷地区を中心に活動しているボランティア
団体です。小学校1～6年生を対象にキャンプ、料
理、工作、科学実験教室等を開催しています。

初台こどもあそびテーブル

実 施 日　第3日曜日　14：00～16：30
実施場所　初台青年館（初台 1-33-10）
問合せ先　☎090-6342-5894
団体からひとこと
「コマ・ベーゴマ」、「囲碁・将棋」、「あやとり・
お手玉」地域の名人が、教えてくれます。
　時には囲碁名人が孫のような小学生に負けることが
あります。真剣勝負の世界です。
　今まで廻せなかったコマが名人の指導のもと、上手
く廻せた時の達成感は格別です。
　一緒に来たパパ、ママも嬉しそう。地域の親子三代
が交流する、ホットな居場所です。
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¥

問合せ先 子ども支援課　こどもテーブル係　☎5457-2200
  shien-shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp

社協では、こどもテーブル活動を始めたい方へさまざまな支援を
行っています。お電話や窓口でご相談ください。

こどもテーブル特集

こどもテーブル活動を始めてみませんか

Q  こどもテーブルを始め
たいのですが、どう進めてい
けばいいのかしら。 Q  活動場所が

なかなか見つからなくて…

？ ？

!

子ども食堂活動助成
食事の提供を行う活動です。
年額 100,000円（上限）

居場所づくり・学習支援活動助成
学習支援やワークショップ等を行う活動です。

年額 50,000円（上限）

みなさんか
らこのような質問が寄せられています

Q  参加者や仲間を
もっと増やしたい！

A  区の施設をはじめ、地域で
会場を提供していただくなど会
場確保の支援を行っています。

A  とりあえず一度、ご相談にきて
ください。
　どちらで、どのような内容の、どな
た（小学生、中高生）を対象とした活
動にするのか一緒に考えましょう。　

Q  活動したいけ
れど、資金が足りな

いんです。

A  毎年4月と9月に、金銭
的支援を希望される団体から
こどもテーブル活動助成金の
申請を受け付けています。

A  多くの人に参加を呼び掛
けるため、こどもテーブルHP
への記事掲載、関連施設への
チラシの配布などの支援を
行っています。
　また、ボランティアの紹介も
しています。
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問合せ先 総務課　☎5457-2757　　  shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp

こどもテーブル特集

こどもテーブルに企業からご支援をいただきました

子ども基金へご支援をお願いします！

S-SAP協定に基づき、
飲料提供のご支援をいただきました

　11月より「サッポロホールディングス株式会社」様、
「株式会社伊藤園」様、「コカ・コーラ ボトラーズジャ
パン株式会社」様から、こどもテーブル実施団体へ飲料提
供のご支援をいただくこととなりました。
※S-SAP（シブヤ・ソーシャル・アクション・パートナー）
協定とは、区内に拠点を置く企業や大学等と区が協働して
地域の社会的課題を解決していくために締結する新しい公
民連携制度です。

チャリティコンサートが開催されました

　10月9日、文化総合センター大和田・さくらホールにて
渋谷区とボッシュ株式会社の主催による「こどもテーブル
チャリティコンサート　ドイツの豊かな音楽に触れる夕
べ」が開催されました。
　当日は多くのお客様が来場し、シュトゥットガルト室内管
弦楽団とフルート奏者ワルター・アウアー氏によるすばらし
い演奏で、アイネ・クライネ・ナハトムジーク、チャイコフ
スキーの弦楽セレナードなどの名曲を心ゆくまで楽しまれま
した。また、会場では多くの募金をお寄せいただきました。

窓　口  
　● 総務課（宇田川町5-2　渋谷区役所神南分庁舎１階）
　● 総合ケアコミュニティ・せせらぎ（西原1-40-10）

振込先  
　● ゆうちょ銀行 ０１９店（ゼロイチキュウ店）　
　 当座預金　０５４４７６６
　 加入者名：社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会
　● みずほ銀行 渋谷支店（２１０）　　
　 普通預金　１７１７１８９
　 口座名義　子ども基金　社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会　　会長 内

ナイトウ

藤千
チ セ コ

世子
　
　※ 振込みによる申し込みに関する注意点 ※
①入金が確認された後、領収書を発行いたしますので、ゆうちょ銀行の払込取扱票には、ご氏名、ご住所、電話
番号を必ずご記入ください。
　また、払込取扱票を利用しない場合（インターネットバンキング、電信払込みなど）は、払込人のお名前の前
に「寄附」とご入力の上、お手続きください。
②ゆうちょ銀行は専用の払込取扱票がございます。ご希望の方は、下記までご連絡ください。
③みずほ銀行にお振込みの際は、お手数ですが下記連絡先までご氏名、ご住所、電話番号をお知らせください。
④振込手数料は寄附者様のご負担となります。ご了承ください。

恵比寿ハッピープラットホーム

 「子ども基金」は、未来を担う子どもの健全育成を推進するため、設立されました。
　基金は、子ども食堂や居場所づくり・学習支援を行う団体に対する食材や備品の購入など活動費の助成に活用され
ています。
　みなさまのご支援がこどもテーブル活動の支えとなります。ご理解とご協力をお願いいたします。
　寄附の申込みは社協総務課、総合ケアコミュニティ・せせらぎの窓口で受付けています。
　また寄附専用の口座への振込みでも受付けています。

募金総額　454,519円♪♬♩♬♪♬ ♪♬♩
♬♪♬
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平成30年度寄附累計額は、73件 1,340,240 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◆【H30.7月～9月】
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 婦人部七夕まつり 桜丘町 13,500 
本村 迪子 代々木４丁目 5,000 
原宿巴会有志 神宮前２丁目 50,273 
ゴーイング株式会社 笹塚１丁目 10,000 
MOTO 基金　代表　神尾龍三郎 本町５丁目 20,000 
及川 夏穂（街の声）　
※ 3,904 円× 7 件

東３丁目

27,328 

及川 夏穂　 　Ruby 3,904 
及川 夏穂　 　Peridot 3,904 
及川 夏穂　 　Sapphire 3,904 
石井 キヨ子（５件） 広尾１丁目 10,000 
匿名（４件） 34,000 

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

渋谷スポーツサポーター（４人） 2,000 

子ども基金のためのご寄附 （敬称略）  
氏　　名 住　　所 金　　額

制服プロジェクト　椿山 鼓ノ子 千駄ヶ谷３丁目 52,134 
鈴木 宣雄 大山町 160,000 
株式会社シー・ティ・エヌ 代々木１丁目 100,000 
藤村 彰吾（５件） 我孫子市白山 5,000 
匿名（１件） 70,000 

 ・社会福祉事業 : 49件 625,209円
 ・ボランティア活動推進事業 : 11件 237,304円
 ・子ども基金  : 13件 477,727円

寄 附 累 計 額 内 訳

　社協では、さまざまな場面で民生児童
委員のみなさんにご協力いただいていま
す。今回は区内に6か所ある子育て支援
センターでの様子をご紹介します。
　子育てひろばを利用される親子が安心
して過ごせるよう、民生児童委員のみな
さんは日頃から子どもたちのお世話や
保護者の方々への声掛けなどをしてく
ださっているほか、季節ごとに開催され
るイベントなどにもご参加いただいてい
ます。

民生児童委員との協力　― 子育て支援センター編 ―

こどもたちも安心した
様子で遊んでいます。

七夕のイベントでは
お店やさんになって
いただきました。

受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内
　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塾費用や受験料の貸
付を無利子で行ないます。
　対象要件がありますので、ご相談ください。

貸付額  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。

　申込締切： 平成31年1月31日

貸付の要件   区内在住で次のすべてに該当する人

・世帯の生計中心者（20歳以上）である
・総収入額が一定基準以下である
（基準については、一般とひとり親、給与収入と事業所得で異
なりますので、お問い合わせください。）
・預貯金等資産の保有額が600万円以下（世帯）である
・土地・建物を所有していない
（現在居住している場所は除く。不動産所得がある場合は対
象とならない場合があります。）

・都内に引き続き1年以上在住（住民登録）している
・生活保護受給世帯の世帯主または構成員でない
・申込みする人および同一世帯の人が暴力団員でない

　　　　 東京都　受験生チャレンジ支援貸付 検索
問合せ先　地域福祉課　地域福祉係　☎ 5457-2200



7

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

参宮橋

広尾

代々木公園代々木公園

代々木八幡代々木八幡
笹塚

新宿

代々木代々木

北参道北参道

南新宿 千駄ヶ谷

渋谷渋谷

参宮橋

神泉

恵比寿恵比寿

代々木上原代々木上原

代官山

原宿

明治神宮前明治神宮前

初台

広尾

国立競技場

幡ヶ谷

ボランティアアドバイザーとは？

　自らの経験を生かして「ボランティア活動をして
みたい」という人や、ボランティア活動をしている
人の相談に応じています。

 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

ようこそボランティア室へ！
　ボランティア活動推進のため、区内 4カ所にボランティア室があります。ボランティアアドバイザーが相談を
受けたり、ボランティア保険の受付を行ったりしています。お気軽にお立ち寄りください。

ボランティアアドバイザーの役割！

・ボランティア活動に関する相談
・地域のボランティア活動に関する情報の収集と発信
・ボランティア保険・行事保険の取り扱い
・地域交流会しゃべり場の開催
・地域行事への参加

西原ふるさと
　まつりでの出店

地域交流会
しゃべり場

開室日  火・金曜日
西原1-40-10（2階）
☎ 5790-0505

● みんなで楽しくおしゃべり、「トク、トク、トーク」
を偶数月第1金曜日に開催しています。

総合ケアコミュニティ・
せせらぎ ボランティア室

開室日  月、第1・3金曜日
神宮前3-12-8（2階）
☎ 090-2309-5917

● 雑巾縫い・切手整理・折り紙de
ボランティアも行っています。

ケアコミュニティ・
原宿の丘 ボランティア室

開室時間はいずれも
13：30～16：30

開室日  月・木曜日
幡ヶ谷2-21-9（4階）
☎ 090-2307-7580

● 雑巾縫い・切手整理
　 も行っています。

ケアステーション笹幡
ボランティア室

開室日  月・水・金曜日
東3-14-13（地下1階）
☎ 3406-6252

● 編み物・切手整理・折り紙de
ボランティアも行っています。

ひがし健康プラザ
ボランティア室

笹幡フェスティバルでの出店 地域交流会しゃべり場
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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

　11月3日（土）、4日（日）に開催
された「第41回渋谷区くみんの広
場　ふるさと渋谷フェスティバル
2018」に参加しました。社協の事
業を紹介するとともに、輪投げコー
ナーや車いす展示コーナーを設けて
多くの来場者に楽しんでいただきま
した。

くみんの広場に参加しました

　建替え工事は、平成30年11月末竣工を目
指して進めてきましたが、地中障害物の撤
去等のため、工期が延びることになり、平
成31年2月竣工に変更となりました。
　11月は外壁や屋根の工事を進め、12月か
ら内装工事に着手します。

景丘の家
建替えの進捗状況

工事の状況（10月16日現在）

　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

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
☎ 5457-2757
※平成 31年 1月 11日まで

　お気軽に
お立ち寄りください 199

号
の

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
は
…

【移転先】
　〒150-8010　宇田川町１－１
　渋谷区役所新庁舎内　
　☎ 5457-2757（代表）
　　　　　
【新庁舎での業務開始日】
　平成 31 年 1 月 15 日

　総務課、地域福祉課、子ども支援課、成年後見支援センターは、電話番号の変更は
ありません。ボランティアセンター、障がい者基幹相談支援センター（新設）につきま
しては1月以降にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

事務所移転のお知らせ
　渋谷区社会福祉協議会は、平成31年1月に渋谷区役所神南分庁舎での業務を終了し、渋谷区役所新庁舎へ移
転することとなりました。

【新庁舎に移転する窓口】
　 ● 総務課
　 ● 地域福祉課
　 ● 子ども支援課（ファミリー・サポート・センター）
　 ● 成年後見支援センター
　 ● ボランティアセンター
　 ● 障がい者基幹相談支援センター（新設）

輪投げを楽しむ
子どもたち

スタンプラリーにも
協力しました

車いすの展示と説明


