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1 ニューヨーク視察
　私は、６月末から7月初めにかけて、ニューヨーク・シティ・プライド（ＮＹＣ 
Ｐｒｉｄｅ）に、初めて参加してきました。
　今回のニューヨーク視察では、ＬＧＢ
Ｔだけでなく、多様性を包含してまちづ
くりを推進しているさまざまな団体も訪
問しました。
　「ハイライン」は、かつては放置され、
荒れ果てていた貨物用の引き込み線路
でしたが、市民が声を上げたことをきっ
かけに、最終的に素晴らしい緑道公園に
再生された、今やニューヨーク市民にも
観光客にも愛されている憩いの場です。
　ちょうど、笹塚・幡ヶ谷・初台の玉川上水旧水路緑道と同程度の長さでもあり、
その建設の知見を、「ササハタハツ」の取り組みに生かすことで、より愛される
緑道のビジョンが描けるのではないかと思いました。
　さらに、ニューヨーク市観光協会は、民間や行政におけるＬＧＢＴに係る取り組
みのハブの役割も担っており、ダイバーシティ・アンド・インクルージョンを推進
する立役者であることを知り、彼らの持つプラットホームは、産官学民による社
会課題解決を目指す本区にとって、非常に参考になると感じました。
　そして、行く先々で、本区が掲げる基本構想「ちがいを ちからに 変える街。
渋谷区」へ、強い共鳴の言葉をいただきました。それは、ニューヨークの人たち
が、自分たちのシティプライドがダイバーシティにあると強く信じていることに
由来する共鳴です。
　これまで以上に、いろいろな方々と手を携えて、共生社会づくり、まちづくり
に取り組んで行こうとの思いを強くした視察となりました。

2 ハロウィーン対策
　基本となるのが、公共の場所における飲酒の制限や各種迷惑行為の禁止、ま
た、事業者に対する酒類の販売自粛の協力要請です。
　現在、どのように周知徹底し、実践するか、さらに、不足しているトイレの確
保、ごみ対策、道路開放を含めた交通規制のあり方などについて、地元の商店
街や町会、事業者や警察関係者などとの協議を続けており、東京都や民間事業
者の協力を求めながら、実効性のある対策を検討し、今年のハロウィーンにお
ける安全・安心の確保に最善を尽くしてまいります。

3 スタートアップ・エコシステム拠点形成
　これは、自治体、大学、民間企業等がコンソーシアム（協議会等）を組成し、世
界の都市に負けない起業しやすい拠点都市の形成を目指すというものです。
　本区は国際的にも知名度があり、ＩＴ企業が集積し、スタートアップ企業の支援
拠点やコワーキングスペースも数多くあるなど、スタートアップ・エコシステムの
拠点都市として、最も相

ふ さ わ

応しい都市であるといえます。
　今後、拠点都市を目指し、検討組織を設置し、積極的に取り組んでまいります。

4 オリンピック・パラリンピック
　いよいよ1年を切りました。区内でも国際大会や「東京2020大会」のテスト
イベントが開催されます。１０月１６日からは「車いすラグビーワールドチャレン
ジ2019」が、１１月１３日からは「ＪＡＰＡＮパラバドミントン国際大会2019」が
開催されます。
　両大会では、区民観戦や学校観戦を予定しています。世界トップレベルの選
手のプレーを間近で観戦し、「応援する文化」が根付くことを願っています。

５ 幼児教育・保育の無償化
　本年１０月から、幼児教育・保育の無償化が実施されますが、今後も国や東京
都の施策との整合性を図りつつ、子育て世代の経済的な負担軽減に取り組んで
まいります。
　また、幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、新たに手続きが必要となる方に
は、区HPなどで丁寧に周知を図ってまいります。

６ 新島青少年センター
　昭和４５年の開設から来年で５０年を迎えます。
　近年の利用状況から区民ニーズが十分にあること、また、これまでの新島村

との交流を鑑み、土地の賃貸借契約を更新した上で、施設の建て替えを含め、
青少年施設としてのあり方を検討してまいります。
　なお、今回の台風15号により、宿泊棟の一部に甚大な被害があり、当面の営業
に大きな支障が出ています。このことには、迅速な対応策を検討してまいります。

7 教育
（１）ＩＣＴ教育
　渋谷区教育委員会は、本年６月に区内企業５社と、プログラミング教育協定を
結びました。次年度から小学校で全面実施となるプログラミング教育の実施に
向け、それに係る授業支援やカリキュラム開発などを進めてまいります。また、
１１月８日の「渋谷タブレットの日」においても、プログラミング教育の授業を公
開する予定です。
　現在、区内の全小中学校はＩＣＴ教育の意図的・計画的な活用を進めている
学校を認定する「学校情報化優良校」の取得に向けた取り組みを行なっていま
す。今後、全校での認定を目指し、本区が地域として「学校情報化先進地域」の
指定を受けることを目標としています。
（２）オリンピック・パラリンピック教育の充実
　来年の本大会では、区立幼稚園の５歳児、区立小中学校の全児童・生徒がい
ずれかの競技を観戦する計画を立てています。　
　今後は、実際に観戦する競技や参加国について理解を深めていくとともに、
各小中学校で、横断幕の作成などのシティ・ドレッシングの取り組みを行います。
　また、昨年度から始めた「Cheer up（チア・アップ）表彰」にも取り組み、応援
することを通して大会や選手を支えていくことにもつなげてまいります。

８ 渋谷公会堂
　１０月１３日に渋谷公会堂は「ＬＩＮＥ 
ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡ」として新たに開設
する運びとなりました。
　今後も、本区の文化・芸術の発信拠点
として、区民のみならず多くの皆さまか
ら愛されるホールとなるよう、しっかりと
運営してまいりたいと考えております。

９ 福祉
（１）「渋谷生涯活躍ネットワーク・シブカツ」
　「シブカツ」は、プレシニア世代からアクティブシニア世代の区民一人一人
の人生を、豊かで充実したものにすることを目的に、7月1日に、渋谷ヒカリエ
８階に開設しました。
　新たな学びの場である「渋谷ハチコウ大学」の開校に向けて入学生を募集し
たところ、４００人を超える皆さまから入学の申し込みがありました。
　Ｓ-ＳＡＰ（シブヤ・ソーシャル・アクション・パートナー）協定を締結している８つ
の大学と２０社の企業との連携により、ハチコウ大学入学生の興味や要望に応
えられるように、多様な講座を企画してまいります。講座の充実とともに、区民
が生涯を通じて元気に活躍できるように「はたらく」「つなぐ」の支援について
も併せて推進してまいります。
（２）障がい者福祉
　９月３日から９日まで「超福祉展」が開催され、私が掲げた「可能性をはぐくむ
街、渋谷区へ。」を体現する取り組みが紹介されました。
　その１つが、11月にオープンする「渋谷スクランブルスクエア」内のスーべ
ニアショップにおける渋谷みやげの販売です。
　ここでは、日本、東京、渋谷のカルチャーとライフスタイルを体感できる多種
多様な商品が展開され、そこに「シブヤフォント」を使ったタオル、Ｔシャツなど
が加わります。同じく「超短時間雇用（ショートタイムジョブ）」も注目を集めまし
た。区内では昨年7月から、既にフラワーショップ、番組制作会社、商店街、公衆
浴場などで超短時間雇用が実現しており、区役所内のコンビニエンスストアや
飲食店でも、障がいのある人が超短時間雇用で働いています。また、本年４月か
らは、障がいの異なる6名の方々が、区の臨時職員として従事しています。
　また、はぁとぴあ原宿の隣接地に建設予定の「（仮称）神宮前三丁目障がい者
施設」については、重症心身障がいのある方や、医療的ケアの必要な方も安心
してサービスを利用できる施設として、令和5年度の完成を目指しています。

9月10日（火）の区議会定例会本会議における長谷部健区長の発言の一部を掲載します。

令和元年第3回区議会定例会　区長発言（抄）
▲9月10日 第3回区議会定例会にて

区長の発言全文は、区HPに掲載しています

▲LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

▲ニューヨーク視察の様子

令和2年度入園希望の園児を募集します令和2年度入園希望の園児を募集します
認可保育園・幼保一元化施設認可保育園・幼保一元化施設
保護者が働いている・病気・出産・介護などの理由で、保育が必要な乳
幼児
10月21日～11月29日に区役所本庁舎4階保育課窓口で
※土・日曜日、祝日を除く（11月9日（土）・17日（日）9:00～16:00は受付可）

※入園案内・申込書は、10月10日から区役所本庁舎4階保育課、認可保育園、
区立幼保一元化施設、子育て支援センター、出張所・区民サービスセンター、
中央・恵比寿・幡ヶ谷保健相談所で配布（区HPでダウンロード可）

 ・令和2年4月1日までに出産予定の人の申し込みも受け付けます。
 ・現在待機（空き待ち）をしていて、令和2年4月以降も引き続き入園を希望
する人は、あらためて申し込んでください。
 ・転園を希望する人も申し込みが必要です。
 ・渋谷区外の保育園を希望する人は、事前に希望する保育園がある自治体
の保育担当係へ確認してください。
 ・令和2年5月以降の申し込みは、各月締切日まで受け付けます。詳しくは、
保育園入園のご案内をご覧ください。

▶対象

▶申込

問保育課入園相談係（☎3463-2492 FAX5458-4907）

申込事前予約ができます
▶予約日時　上記申込期間の8：30～11：30、13：00～16：30
　　　　　　（1世帯30分まで）
▶予約方法　10月3日～予約日前日に電話・窓口で
※事前説明・相談を希望する人は、10月18日までに来庁してください。
※当日受付は、1階待ち合いスペースで整理券を配布します。

令和2年4月開園予定の保育園の入園希望者向け説明会を行います令和2年4月開園予定の保育園の入園希望者向け説明会を行います
園名（所在地） 日 時 会 場 運営事業者・問い合わせ

遍照広尾保育園
（広尾1-３）

10月11日（金）18：00～19：00
地域交流センター新橋 （社福）遍照会 

 （☎080-4773-0760）10月12日（土）10：00～11：00、13：00～14：00
（仮称）ポピンズナーサリースクール恵比寿南
（恵比寿南3-11）

10月16日（水）18：00～19：00
地域交流センター恵比寿 （株）ポピンズ 

 （☎3447-2102）10月19日（土）10：00～11：00
（仮称）西原ほほえみ保育園
（西原1-40-3）

10月18日（金）18：30～19：30
地域交流センター西原  NPO法人ワーカーズコープ 

（☎5937-2632）10月19日（土）14：00～15：00

問保育課保育計画主査（☎3463-2503 FAX 5458-4907）※申込方法など詳しくは区HPをご覧ください。

園名（所在地） 3歳児 4歳児 5歳児 入園説明会（会場は各認定こども園） 入園案内配布 申込受付期間 運営事業者・問い合わせ

西原りとるぱんぷきんず
（西原2-46-4） 5人 ｜ ｜

10月17日（木）10：30から
※入園を希望する場合は参加が必要
▶申込　運営事業者へ電話で

10月17～25日 10月28～30日
10：00～15：00

（社福）清香会
（☎5790-5012 ※土・日曜日、祝日を除く）

代々木至誠こども園
（代々木5-14-16） 6人 ｜ 1人 10月11日（金）13：30から

▶申込　運営事業者へ電話で 10月1～11日 10月15～17日 （社福）至誠学舎立川（☎3485-2466 ※土・日曜日、祝日を除く）

薫る風・上原こども園
（上原2-2-17） 4人 ｜ 1人

集団の説明会はなし
※見学会は随時（平日10：00から）、
事前に運営事業者へ電話で申込

10月1～11日 10月15～18日 （社福）さきたま会（☎3465-0415）

神宮前あおぞらこども園
（神宮前5-6-1） 5人 ｜ ｜ あおぞら（☎6418-4361）

きらきら（☎5358-5951）
10月8日（火）10:00～11:00
そよかぜ（☎5333-2688）
10月15日（火）10:00～11:00
のびのび（☎5784-2531）
10月16日（水）13：30～14：30
▶申込　各園へ電話で

10月7～21日 10月23～25日 （社福）渋谷区社会福祉事業団（☎6418-5286）

本町きらきらこども園
（本町3-38-10） 4人 2人 2人

恵比寿のびのびこども園
（恵比寿西1-19-1） 4人 ｜ ｜

本町そよかぜこども園
（本町6-6-2） 6人 ｜ ｜

まちのこども園代々木上原
（上原2-24-15） 2人 ｜ ｜

集団の説明会はなし
※見学会は月２回程度実施
（詳しくは園HPで）

10月1～20日
（園HPから
ダウンロード可）

10月20日～
11月1日

ナチュラルスマイルジャパン（株）
（ info4@machihoiku.jp ☎5738-8225）

まちのこども園代々木公園
（代々木神園町2-1） 2人 ｜ ｜ ｜ ナチュラルスマイルジャパン（株）

（ info5@machihoiku.jp ☎3460-1005）
渋谷東しぜんの国こども園
（東1-29-1） 3人 ｜ 2人 10月16日（水）10:00～11:00 10月16～31日 10月16～31日 （社福）東香会（☎3406-4169 ※土・日曜日、祝日を除く）

問保育課保育管理係（☎3463-2483 FAX 5458-4907）

3歳児＝28年4月2日～29年4月1日生まれ、4歳児＝27年4月2日～
28年4月1日生まれ、5歳児＝26年4月2日～27年4月1日生まれ
※原則区内在住で保護者が送迎できる幼児

▶対象 申込書を入園希望の園へ提出 ※選考は10月下旬～11月上旬
※入園案内・申込書は、各園HPでダウンロード可（西原りとるぱん
ぷきんずは入園案内のみ）、詳しくは各園へ問い合わせてください
（日曜日、祝日を除く）。

▶申込

保育所型認定こども園（短・中時間保育）保育所型認定こども園（短・中時間保育）

区立幼稚園・幼保一元化施設（短・中時間保育）区立幼稚園・幼保一元化施設（短・中時間保育）

○区立幼稚園や幼保一元化施設を利用するためには、内定後、区に申請し、支給認定を受ける必要があります。

4歳児＝27年4月2日～28年4月1日生まれ、5歳児＝26年4月2日～27年4月1日生まれ
※いずれも区内在住で保護者が送迎できる幼児
10月23・24日13：30～15：00に申込書を入園希望の幼稚園、幼保一元化施設へ持参
※申込書は10月1日から各幼稚園・幼保一元化施設で配布（土・日曜日、祝日を除く9：00～16：00）

▶対象

▶申込

問区立幼稚園は　学務課学事係（☎3463-2986 FAX5458-4953）
　幼保一元化施設は　保育課入園相談係（☎3463-2492 FAX5458-4907）

幼稚園名（所在地） 4歳児
（2年保育）

5歳児
（1年保育）

臨川（広尾1-9-17） 30人 2人

広尾（東3-3-3） 30人 20人

本町（本町5-19-4） 30人 18人
幼保一元化施設名（所在地） 4歳児 5歳児

山谷かきのみ園（代々木3-32-13） 20人 ｜

千駄谷なかよし園（千駄ヶ谷2-4-1） 10人 ｜
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平日

土・日曜日、祝・休日

10月は「3R推進、
世界食料デー月間」です

問清掃リサイクル課リサイクル推進係
（☎5467-4073 FAX5467-4076）

ごみ削減を呼びかける標語優秀作品
・最優秀賞
「『いりません』あなたの一言　街守る」 
 西原小学校4年 島﨑幸乃さん
・区長特別賞
「エコバックを持つでR

あーる

　まだ使えるでR
あーる

　きちんと分別す
るでR

あーる

」 富谷小学校6年 林樹生さん
・優秀賞
「エコバッグ　もってる人に　フレー！フレー！フレー！」 
 神宮前小学校2年 大石千歳さん
「リデュース・リユース・リサイクル　３つのRで未来へつなげ」
 渋谷本町学園小学校5年 湯原成都さん
「３R　心がけよう　未来へと」
 臨川小学校4年 中島果恋さん

しぶや・もったいないマーケット
ーSHIBUYA W

ウ ェ ル ネ ス

ELLNESS A
ア ク シ ョ ン

CTION

会場・時間 内 容など
区役所第二美竹分庁舎前
10:30～16:00
※小雨決行

●食品の販売
　規格外の野菜を使ったスープ

美竹の丘・しぶや
10:30～17:00

●ごみ削減を呼びかける標語表彰式（10：30から）
●食品ロスをテーマとした映画「もったいない！」の上映会
　（11：00、16:00から）
　▶定員　各100人（先着）　▶申込　当日会場で
●「林家まる子・カレー子」環境防災講演
　（14：00～15：30）
　▶定員　180人（先着）　▶申込　当日会場で
●エコクッキング
　11:00～12:30　五十嵐美幸氏
　14:00～16:00　服部栄養専門学校　斉藤昭彦氏
　▶対象　区内在住の人　▶定員　各16人（先着）
　▶申込　10月1日から電話で
　　　　　※中学生未満の人は保護者同伴
●フードドライブ（家庭で余っている食品）の受付

「3R推進月間」、「世界食料デー月間」に合わせて食品ロス削減を中心に3R推進を広く
呼び掛けます。 
▶日程　１０月１２日（土）

※そのほかワークショップや体験会などがあります。詳しくは区HPをご覧ください。

Reduce （リデュース）
ごみになるものを減らすこと（発生抑制）
Reuse （リユース）
使い終わったものをくり返し使うこと（再使用）
Recycle （リサイクル）
もう一度、資源として利用すること（再資源化）

3つの“R”ですごみ減量のキーワードは

区民保養施設

二の平渋谷荘 河津さくらの里しぶや

問二の平渋谷荘東京事務所（☎6419-7622 FAX6427-2539） 
　河津さくらの里しぶや東京事務所（☎6419-7956 FAX6427-2539）

12月～1月3日宿泊分の申込を受け付けます（抽選）

▶所在地　神奈川県足柄下郡箱根町
　　　　　二ノ平1204
▶泊数　2泊3日まで
　　　　※1月3日を初日とする宿泊
　　　　　は1泊2日まで
▶休館日　12月9日（月）・10日（火）

▶所在地　静岡県賀茂郡河津町
　　　　　峰498-1
▶泊数　3泊4日まで
　　　　※1月3日を初日とする宿泊
　　　　　は1泊2日まで
▶休館日　12月11日（水）・12日（木）

区民・区民とみなされる人★ 区民以外の人
5,300円（3,300円） 7,300円（4,300円）

▶利用料金（1泊2食付き）

※（　）内は4～11歳、3歳以下は無料　　　
※12歳以上の人は別途入湯税あり
※12月31日～1月3日は特別料理のため、12歳以上の人は1,000円
加算

★区民とみなされる人
代表者に同行する2親等以内の人、区内在住で障がいのあ
る人または要介護の人に同行する人（1人のみ）

▶申込
10月15日（消印有効）までに専用ハガキ、または10月15日
17:00までにファクス（ FAX6427-2539）・各施設HPで

※重複申込不可、専用ハガキ・ファクス用紙は出張所などで配布
▶抽選日　10月21日（月）
※区内在住・在勤の人を代表者とするグループ（1人利用可）は、11月
1日から、12月～1月3日分の空室を申込できます。

「二の平渋谷荘」「河津さくらの里しぶや」
▶対象　区内在住の人を代表者とする2人以上のグループ
※12月31日～1月3日は、二の平は8人まで、河津は10人まで

共通事項

古着と布団の回収
日 程 会 場

10月9日（水） 代々木大山公園
10月26日（土） 千駄谷小学校

※いずれも10：00～12：00 

日 時 会 場
月～金曜日 8：30～17：00 渋谷区清掃事務所
火～日曜日 9：00～17：00 本町リサイクルセンター

常設回収

※再使用できるものを袋に入れて持参（布団は不要）。
ハンガーは外してください。
・洗濯された衣類（着物可）、ふとん（中が綿または化繊）、毛
布、タオル、靴・スニーカー・サンダル（左右そろっている）、
ぬいぐるみ、ベルト、バッグ、帽子

・シミや汚れ・破れ・カビ臭などがあるもの、羽毛布団、座布団、
こたつ布団、枕、マットレス、カーペット、長靴、雑貨・おも
ちゃ、ゴルフバッグ、車輪の付いたバッグ、ランドセル

回収できるもの

回収できないもの

１1月１３日（水）
１４：００開演（１３：３０開場）
LINE CUBE SHIBUYA
（渋谷公会堂）
「昔懐かしい歌を会場のみなさんと合
唱」「渋谷区オリジナル認知症予防体
操」など
徳光和夫、石川みゆき、うたごえ喫茶
ともしび、杉田二郎ほか
6,500円（全席指定）※未就学児不可
チケットポート（☎5561-9001※土・日
曜日、祝日を除く）、イープラスなどで

▶日時

▶会場

▶内容

▶出演

▶費用
▶申込

新年の幕開けに、パーカーが活躍したモダン・ジャズ創生期のエネルギー溢
あふ

れるサウンドをお楽しみください。

Photo courtesy of 
Universal Music LLC

B
ビ バ ッ プ

ebop
さくらホール・ニューイヤー・ジャズコンサート2020
チャーリー・パーカー
生誕100周年記念

問文化総合センター大和田ホール事務室（☎3464-3252 FAX3464-3289）

令和2年1月3日（金）15:00開演（14:30開場）
文化総合センター大和田4階さくらホール
山中千尋（ピアノ）トリオ、大和田レインボウ・プロジェクト参加者
ほか
チュニジアの夜ほか
3,500円、高校生以下1,500円（全席指定）　
10月25日10：00からチケットぴあ（☎0570-02-9999、Pコード
162-381）、ローソンチケット（☎ 0570-084-003、Lコード
76706）、イープラス、文化総合センター大和田3階ホール事務室で

▶日時
▶会場
▶出演

▶曲目
▶費用
▶申込

S席2,500円、高校生以下1,000円
A席1,500円、高校生以下500円（全席指定）
10月13日10：00から文化総合センター大和田3階ホール
事務室で
※区内在住・在勤・在学を証明できるものを提示、無くなり次
第終了

▶費用

▶申込

●区民先行優待販売

区内在住の60歳以上の人（令和元年12月31日現在）
146人（抽選）
10月15日（必着）までに往復ハガキで（全員の住所、氏名、年
齢、電話番号、希望人数〈2人まで〉、車椅子利用の有無を記入）、
〒150-8010（住所不要）渋谷区役所高齢者福祉課高齢者相
談支援係へ 

▶対象
▶定員
▶申込

区民無料招待

問コスモプラネタリウム渋谷（☎3464-2131 FAX3464-2148）

▶日程　10月13日（日）から※10月12日は特別スケジュール

Starry Music Special Edition
―music by ACIDMAN

秋の新番組

★キッズタイムは子ども向け
▶会場　文化総合センター大和田12階
▶定員　各120人（先着）
▶費用　600円、小中学生300円
▶休館日　月曜日（祝・休日の場合は翌日）
※詳しくは、コスモプラネタリウム渋谷HPをご覧ください。

開始時間 内 容
13：00 プラネットジャーニー

14：00 宇宙のカケラ ―星から生まれた私たち

15：00
Starry Music Special Edition
―music by ACIDMAN 新番組

16：00 コスモ星空散歩

19：00
Starry Music Special Edition
―music by ACIDMAN 新番組

開始時間 内 容
11：00 ★キッズタイム　ハチ公とめぐる月りょこう

12：00 コスモ星空散歩

13：00 ★キッズタイム　ハチ公とめぐる月りょこう

14：00 プラネットジャーニー

15：00
Starry Music Special Edition
 ―music by ACIDMAN 新番組

16：00 コスモ星空散歩

17：00
Starry Music Special Edition
―music by ACIDMAN 新番組

18：00 コスモ星空散歩

19：00 宇宙のカケラ ―星から生まれた私たち

問高齢者福祉課高齢者相談支援係（☎3463-1989 FAX 3463-2873）

徳さんと歌おう
秋のうたごえ喫茶コンサート▶日時　10月20日（日）10:00～14:00

▶会場　初台区民会館
▶会場責任者　前田（☎3373-0820）、中筋（☎3466-8544）
▶定員　40店舗（先着）
▶費用　1店舗1,000円
▶申込　10月19日10：00から会場で　　
※フードドライブの受付も行います。

リサイクルバザール  フリーマーケット

問文化総合センター大和田ホール事務室
（☎3464-3252 FAX 3464-3289）

柳家喬太郎 桃月庵白酒

S席2,500円、A席（桟敷）1,500円（全席指定）
10月19日10：00から文化総合センター大和田3階ホー
ル事務室で
※区内在住・在勤・在学を証明できるものを提示、1人4枚
まで、無くなり次第終了

▶費用
▶申込

●区民先行優待販売

伝 ホ 春ル 語承 ー 落新 会

令和2年1月2日（木）13:00開演（12:30開場）
文化総合センター大和田6階伝承ホール
3,500円（全席指定）　
※未就学児不可、車椅子席あり
11月10日10：00からチケットぴあ（☎0570-02-9999、P
コード497-126）、文化総合センター大和田3階ホール事務
室で

▶日時
▶会場
▶費用

▶申込

柳家喬太郎・桃月庵白酒 二人会

徳光和夫

杉田二郎
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問生活福祉課子ども女性相談主査（☎3463-2544 FAX5458-4933）

問商工観光課商工観光係（☎3463-1762 FAX3463-3528）

プレミアム付商品券の販売を開始します
▶購入場所　区内の郵便局
▶対象　次のいずれかに該当する人
 ・平成31年度の特別区民税が非課税で、申請書を提出した人
 ・平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子がいる 
  世帯の世帯主
※対象者に購入引換券を順次送付しています。
▶購入時に必要なもの
・購入引換券
・商品券の購入代金（１冊4,000円）
・本人確認できるもの（運転免許証・健康保険証など）

渋谷区プレミアム付商品券コールセンター
（☎4586-6590）
9:00～17:00 ※土・日曜日、祝日を除く

問広報コミュニケーション課広聴相談係（☎3463-1290 FAX5458-4920）

10月7～13日は行政相談週間です

行政相談委員
相原伸行（神宮前）、加藤裕子（鶯谷町）、神野志恵美子（幡ヶ谷）、
齊藤幸一（東）、和田有司（笹塚）

行政相談窓口
●総務省行政相談センターきくみみ東京「行政苦情110番」
　（☎0570-090110 FAX5331-1761）
●東京総合行政相談所（☎3987-0229）

▶日程　11月1日～令和2年1月31日
▶申請場所　区役所第二美竹分庁舎
▶対象　7月31日までに児童扶養手当の認定請求をした、10月分の手

当額が11月分手当額未満の人

問オリンピック・パラリンピック推進課
（☎3463-1849 FAX5458-4938）

▶日時　１１月１３日（水）～１７日（日）
　　　　①9:00から、②13:00から
▶会場　国立代々木競技場（神南2-1-1）
▶対象　区内在住・在勤・在学の人優先
▶定員　各50人（抽選）
▶申込
10月15日までにファクスまたは
応募フォームで（全員の氏名、年
齢、代表者の住所・電話番号、希
望日・時間、希望人数〈4人ま
で〉）、（株）スポーツビズへ（FAX5537-8461）

ⓒ2019（一社）日本障がい者バドミントン
連盟

行政相談委員が、国の行政機関や独立行政法人などへの苦情や意見・
要望を聴き、問題の解決を促します。

国道の案内標識を分かりやすくしてほしい例

区役所定例行政相談
▶日時　第2金曜日（2・8月、祝日を除く）13：00～16：00
▶会場　区役所本庁舎2階区民相談室

東京1日合同行政相談所
▶日時　10月3日（木）10：00～16：00
▶会場　新宿駅西口広場イベントコーナー

東京行政評価事務所主催定例行政相談
▶日時　第3水曜日（1・8月を除く）13：30～16：00
▶会場　渋谷駅ハチ公前広場

渋谷区くみんの広場
ふるさと渋谷フェスティバル2019

11月2日（土）、3日（日・祝）に開催します。
詳しくは区HPをご覧ください。

問文化振興課交流推進係（☎3463-1142 FAX 5458-4938）

東京2020オリンピック聖火リレーで
使用されるトーチを持って記念撮影しよう
▶日時　10月３日（木）10:00～16:00
▶会場　区役所本庁舎１階エレベーターホール前
▶内容　コカ・コーラ社による過去大会の聖火リレートーチ展示、歴史
　　　　紹介など

10・11月は「きれいなまち渋谷をみんなで
つくる条例」啓発強化月間です
区内各地で事業者・町会・商店会などが一体となって駅周辺の清掃
や美化啓発活動などの条例啓発キャンペーンを実施します。
【渋谷地区】
▶日時　11月1日（金）11：00～12：00
▶場所　渋谷駅ハチ公広場
問環境政策課きれいなまちづくり係（☎3463-3496 FAX5458-4903）

問広報コミュニケーション課広報係（☎3463-1287 FAX5458-4920）

「しぶやわたしの便利帳」に掲載する
広告を募集します
区民向け生活情報ガイドブック｢しぶやわたしの便利帳｣（全戸配布
予定）を、区と（株）サイネックスが協働発行します。
▶受付期間　10月1日から※土・日曜日、祝・休日を除く
▶申込先　（株）サイネックス 東京支店
　　　　　（☎3265-6545 sg-tokyo@scinex.co.jp）
※予定数に達した場合、終了となります。

新しい 乳・子医療証を郵送しました
▶対象　未就学児（乳医療証）、小中学生（子医療証）
いずれの医療証（びわ色）も10月1日から使用できます。期限の切れ
た医療証は処分するか、区役所本庁舎4階子ども青少年課子育て給
付係に返却してください。
医療証が届いていない人は、問い合わせてください。
問子ども青少年課子育て給付係（☎3463-2558 FAX 5458-4942）

公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活
を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
▶対象　①老齢基礎年金を受給中で次の全てに該当する人

・65歳以上である
・世帯員全員が住民税非課税である
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
②障害基礎年金・遺族基礎年金を受給中で前年の所得額が約
　462万円以下の人

▶請求方法　
・平成31年4月1日以前から年金を受給している人
同封のハガキ（年金生活者支援給付金請求書）を提出（9月上旬から
順次日本年金機構から請求手続きの案内が送付されます）

・平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた人
年金の請求手続きと併せて年金事務所または区役所本庁舎3階国民
健康保険課で手続きをしてください。

令和元年9月15日号（No.1420）掲載記事に誤りがありましたので、訂
正してお詫

わ

びいたします。
７ページ「区立小中学校・幼稚園の応答メッセージによる電話応対を開始
します」内、応答メッセージ応対時間について正しくは次のとおりです。

▶受付時間
 ・月曜日　8:30～19:00
 ・火～金曜日　8:30～17:15
 ・第２土曜日　9:30～16:00
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日の19:00まで受け付け可
※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～1月3日は利用不可
※問い合わせの際に基礎年金番号がわかるものを用意してください。代
理人（二親等以内）の人からの問い合わせには、本人と代理人の基礎
年金番号が必要です。

年金生活者支援給付金制度がはじまります

東京都母子及び父子福祉資金
臨時児童扶養資金の貸付が始まります

国 民 年 金

☎0570-05-1165（ナビダイヤル）
※050で始まる電話は☎6700-1165

問国民健康保険課国民年金係（☎3463-1797 FAX 5458-4940）
　日本年金機構渋谷年金事務所（☎3462-1241）

ねんきんダイヤル

問給与支払報告書は　
　税務課課税第一係・課税第二係（☎3463-1719・1726 FAX5458-4913）
 ・年末調整・法定調書は　渋谷税務署（☎3463-9181）

問庶務課庶務係（☎3463-2969 FAX5458-4951）

※受付は、当日開始40分～10分前
▶会場　文化総合センター大和田４階さくらホール
▶持ち物　出席票兼関係用紙請求書など（事前に税務署から郵送）、
　　　　　手提げ袋

令和元年分給与所得者の年末調整・法定
調書、給与支払報告書の説明会

日 時 対象地域

11月14日（木）
10：00～12：00 上原、大山町、神山町、松濤、

神宮前、神南、千駄ヶ谷、富ヶ谷

14：00～16：00 笹塚、西原、幡ヶ谷、初台、本町、
元代々木町、代々木、代々木神園町

11月15日（金）
10：00～12：00 宇田川町、桜丘町、渋谷、神泉町、

道玄坂、南平台町、鉢山町、円山町

14：00～16：00 鶯谷町、恵比寿、恵比寿西、恵比寿南、
猿楽町、代官山町、東、広尾

問道路課街路計画係（☎3463-2651 FAX5458-4908）

本路線は、案内図で示した事業地について、令和元年9月12日に事
業認可を取得しました。今後、用地取得および道路の整備を進めてい
きます。これに伴い、事業地内の建築物の建築などが制限されます。
また、土地建物などの有償譲渡をする場合には、あらかじめ届け出を
する必要があります。詳しくは問い合わせてください。

●事業地を示す図面などの関係図書を縦覧できます
▶縦覧期間　令和11年3月31日まで
▶縦覧場所　区役所本庁舎11階道路課街路計画係

問建築課監察係（☎3463-2747 FAX5458-4983）

●違反建築防止週間
区は、建築物が建築基準法に適合しているかを随時調査し、違反建築物
の是正指導を行なっています。
▶日程　10月15日（火）～21日（月）

●建設リサイクル法パトロール
建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）に
より、一定規模以上の建築物や土木工作物を解体・新築・修繕するとき
は、事前の届け出が必要です。また、工事で発生するコンクリート・木材・
アスファルトコンクリートの廃棄物を適正に分別・再資源化することを義
務付けています。
▶日程　10月22日（火・祝）～28日（月）

10月は建築物のパトロール強化月間です

都市計画道路補助第18号線の
道路整備事業を開始します

応募フォーム▶

問①住民戸籍課住民登録係（☎3463-1675 FAX 5458-4914）
　②税務課税務管理係（☎3463-4009 FAX 5458-4913）

①住民基本台帳に関する事務
②個人住民税に関する事務内容

区HP、区役所本庁舎6階区政資料コーナー、3階住民戸籍課
（①のみ）、6階税務課（②のみ）、9階経営企画課閲覧場所

10月31日（消印有効）までに便せんなどで（意見・住所・氏名・電
話番号、区内在勤・在学の人は勤務先・学校名と所在地〈そのほ
かの人は意見を提出する理由〉を記入）、〒150-8010（住所不
要）渋谷区役所①本庁舎3階住民戸籍課住民登録係、②本庁舎
6階税務課税務管理係へ郵送または持参
※ファクス・メール可（ public-comments@shibuya.tokyo）

提出方法

特定個人情報ファイルを取り扱う事務について評価した特定個人情報保護評価
書についての意見を募集します。集まった意見は区の考えと併せて公表します。

「特定個人情報保護評価書（全項目評価書）」
に対する意見を募集します

案内図

対象施設 勤務日 長期休業期間など
臨川、広尾、本町幼稚園 17:30～7:20 17:30～7:45

山谷幼稚園 17:00～8:00 17:00～8:00

 来場者には、
渋谷区の
応援グッズを
プレゼント。

ヒューリック・ダイハツ
JAPANパラバドミントン
国際大会2019を

観戦しよう
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空家の適正管理を図るための
工事等費用を助成します

問資産総合管理課資産管理係（☎3463-1490 FAX5458-4932）

名 称 所在地（地番） 地積 備 考

①
笹塚一丁目
建物付き土地

土地

笹塚1-27-20 69.33㎡
この他に共有の
私道部分有笹塚1-27-21 61.25㎡

笹塚1-27-22 21.34㎡

②
恵比寿西一丁目
建物付き土地

土地 恵比寿西1-24-2 152.46㎡

独立して生活するには不安のある高齢者が、安心して自立した生活を
営むための施設です。
▶募集戸数　単身居室（35㎡）１戸（抽選）
▶使用料（月額）　１０４，２００～１４５，２００円（食費を含む）
※使用料は所得により異なります。保証金（使用料の２か月分）が必要です。
▶資格　次の全てに該当する人
・区内に引き続き２年以上住所がある６０歳以上である
・自炊ができない、または在宅生活に不安がある
・家族による援助が困難である
・使用料を支払うことが可能な収入がある（生活保護受給者は除く）
・確実な保証能力がある連帯保証人を立てられる
・介護保険上の自立・要支援および要介護１までである
▶申込　１０月15日までに申込書を、総合ケアコミュニティ・せせらぎ

１階奉優会に本人が持参
※申込書は１０月１日から総合ケアコミュニティ・せせらぎ、区役所本庁舎５
階福祉部管理課、出張所・区民サービスセンター、敬老館、はつらつセン
ターで配布

問総合ケアコミュニティ・せせらぎ（☎5790‐0902 FAX５790-0889）

ケアハウスせせらぎの入居者を募集します

Ep.7
エピソード

渋谷 みらい とは？
渋谷区基本構想（28
年度策定）の普及浸
透を図るために生ま
れた区公認のAI（人
工知能）キャラクターです。LINE上で
友だちになると会話ができます。

こんなふうにみなさんとお話ししながら友だちの声を集めていて、
まとまったら研究成果として披露しようと思ってるんです！ まだま
だ絶賛募集中ですから、みなさんも「みらいの渋谷大研究」をタップ
してぼくに話しかけてね！

こんにちは！ 渋谷 みらいです。きょうはぼくの大研究に協力してく
れたみなさんの意見をすこしだけ紹介しますね～。

優しい街だと思う
と答えた人が

半分をこえました！

渋谷は外国人観光客に優しい街だと思いますか？

外国の人にオススメしたいスポットを教えてください！

問経営企画課企画調整主査（☎３４６３‐1191 FAX５４５８-４９７３）

しぶやのみら
いくん

もっと外国の人が渋谷を好きになってくれるんじゃな
いかってアイデアがあったら教えてくれませんか～？

「原宿」「スクランブル交差点」

「劇場」

「英語をみんなが話せるようになる。」

「困っていたら日本語でも気軽にやさしく声かける。」

58.0%23.5%
思う思わない

どちらでも
ない

18.5%

町会に入ってみませんか
町会は何をしていますか？
地域の安全・安心のため、知恵を出し合い
自主的に活動しています。まちの美化・リ
サイクル・防災活動・高齢者の見守りや防
犯、交通安全などです。

Q
A

会費はありますか？
各町会で決められていて、１か月数百円程度です。マンションな
どの集合住宅については、管理費とあわせて徴収している場
合もあります。

Q
A

家にいないことも多く、地域とのかかわりもあまりな
いのですが？
もし災害が起きたら、頼りになるのは顔見知りの地域の人たち
です。町会を通じて身近な知り合いを増やすことは大切な家
族を守ることにもつながります。

Q

A

子ども向けの行事などはありますか？
町会主催の子ども会など、たくさんの行事があり、親子で楽し
めます。　
※加入方法などの詳しくは、区ＨＰをご覧ください。

Q
A

原宿二丁目町会が宝くじ助成金を活用しました
一般財団法人自治総合センターは宝くじの社会貢献広報事業とし
て、地域のコミュニティー活動に必要な備品などの整備、安全な地域
づくりなどの拡充に必要な補助を行なっています。令和元年度は原
宿二丁目町会が町会備品（祭礼備品）を整備しました。

問地域振興課町会担当主査（☎3463-1649 FAX 5458-4906）

問住宅政策課住宅政策係（☎3463-3548 FAX 5458-4947）

▶申請期限　令和2年1月31日まで
▶対象
区内に空家を所有する人、または管理する人
※ほかにも条件があります。工事の前に問い合わせてください。

▶対象工事
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないことを目的とした空家の
修繕、解体、樹木剪

せんてい

定・除却、仮囲い、看板の設置など
▶助成額
３万円以上の工事等費用（消費税を除く）の5割まで　
※上限10万円

▶申込
電話またはファクスで渋谷区空家等ワンストップ相談窓口へ
（ 0120-336-366 FAX6300-9921）

▶物件情報

※所在地は住居表示ではありません。
▶最低売払価格　①59,100,000円、②231,700,000円
▶日程

▶申込  10月25日までに申込書を、区役所本庁舎10階資産総合管理課
へ郵送・持参

※申込書は10月1日から資産総合管理課で配布

区有財産を売却します

入札参加申込書の配布 10月24日17:00まで

入札参加申込期限 10月25日（必着）

入札・開札日 11月1日 ①11:30から、 ②13:30から

契約締結予定日 11月15日

売買代金の支払期限 12月19日



精神保健講演会
｢どうすればいいの 統合失調症｣
日10月28日㈪14：00～16：00
場恵比寿社会教育館
講都立広尾病院　熱田英範氏
対在住･在勤･在学の人
定50人（先着）
申10月1日から電話で
問恵比寿保健相談所保健サービス係
（☎3443-6251 FAX3443-6253）

10月は乳がん月間です
乳がんは女性がかかる最も多いがんです。40～
60歳代に多く発症し、早期発見が大切です。乳が
んは自分の目で見て（視診）、触って（触診）、発見で
きるため、月に1回の自己チェックを習慣にしま
しょう。区の乳がん検診は40歳から受けることが
できます。
問乳がん月間は　地域保健課健康推進係
（☎3463-2412 FAX5458-4978）
・検診は　中央保健相談所保健予防係
（☎3463-2433 FAX5458-4944）

栄養教室
｢骨を減らさない食生活の工夫｣
日10月31日㈭13：30～15：30
内骨量測定、カルシウムの上手な摂り方と試食
講栄養士
対在住･在勤の人 ※今年度既受講者を除く
定30人（先着）
申10月8日から電話で
場･問中央保健相談所母子保健係
（☎3463-2444 FAX5458-4944）

中央保健相談所健診
日11月12日、12月10日㈫9：00～10：30
※別途結果説明日あり
場区役所第二美竹分庁舎
内血液･尿･胸部エックス線検査、診察、骨量測定
（女性のみ）など
対在住で次のいずれかに該当する人
・18～39歳で区国保以外の健康保険加入者で、健
診機会がない
・4歳以下の子どもを育てている（託児あり）
定各35人（先着）
申10月15日9：00から電話で
問中央保健相談所保健予防係
（☎3463-2433 FAX5458-4944）

幼児の食事とおやつ 
日11月20日㈬15：00～16：00
内幼児の食生活とおやつの紹介、試食
講栄養士
対在住の1歳6か月～3歳児と
保護者
定15組（先着）
申10月7日から電話で
場･問中央保健相談所母子保健係
（☎3463-2444 FAX5458-4944）

Shibuya meets Rugby
－渋谷でラグビーに出会う6日間
日10月15日㈫～20日㈰
場区役所本庁舎15階
スペース428
内ラグビートライ体験、
トークショーなど
申当日会場で
※詳しくは区HPで
問スポーツ振興課事業調整主査
（☎3463-3296 FAX3463-3822）

催 し 物

はぁとぴあ祭
日10月19日㈯10:30～14:30
内音楽ライブ、作品販売、バザーなど
場･問障害者福祉センターはぁとぴあ原宿
（☎5412-0050 FAX5412-2355）

旧朝倉家住宅｢秋麗句会｣
日10月20日㈰13：30～15：00
講「風の道」主宰　大高霧海氏
定20人（先着）
費100円、小中学生50円 ※60歳以上の人、障が
いのある人と付き添いの人は無料
申10月5日から電話･窓口で ※休館日を除く
場･問重要文化財旧朝倉家住宅
（☎3476-1021 FAX3476-1025）

｢お口のアンチエイジング｣
－口から始めるフレイル予防
（全2回） 

内歯科医師による口
こう
腔
くう
機能検査、顔･口のトレー

ニング
対在住の65歳以上で、自分で通所できる人
定各20人（抽選）
申11月6日までに電話で渋谷区口腔保健支援セ
ンタープラザ歯科診療所（☎5466-2770）、また
は渋谷区歯科医師会へ（☎3770-2341）
問介護保険課介護総合事業係
（☎3463-1888 FAX5458-4934）

日 時 会 場

11月21日、2年2月20日㈭
14：00～16：00 総合ケアコミュニティ･せせらぎ

11月29日、2年2月28日㈮
10：00～12：00 笹塚区民会館

介護者リフレッシュ交流会

対在住で介護をしている人（要介護者の参加は相談）
定各10人（先着）
申10月5日から各地域包括支援センターへ電話で
問高齢者福祉課高齢者相談支援係
（☎3463-1890 FAX3463-2873）

日 時 会 場 ･ 申 込 内 容
10月17日㈭
14：00～
15：30

総合ケアコミュニティ･
せせらぎ地域包括支援センター
（☎5790-0881）

セルフマッ
サージ

10月17日㈭
14：00～
16：00

ケアコミュニティ・原宿の丘
地域包括支援センター
（☎3423-2112）

おいしいお
茶でリフレ
ッシュ

10月24日㈭
14：00～
15：30

ひがし健康プラザ
地域包括支援センター
（☎5468-5901）

食事と健康

河津バガテル公園直送バラの足湯
日10月18日㈮11：00～20：00 ※荒天中止
持タオル
申当日会場で
場･問はつらつセンターケアステーション本町
（☎5334-9980 FAX3372-6615）

ＹＣＣ＋Ｓｈｏｒｔ×Ｓｈｏｒｔ
ショートフィルム上映会

定各150人（先着）　申当日会場で
問YCC代々木八幡コミュニティセンター
（☎3466-3239 FAX3466-1061）

日 時 会 場
10月5日㈯

13：30～14：30、
15：00～16：00

YCC代々木八幡
コミュニティセンター10月19日㈯

10月22日（火・祝） 千駄ヶ谷区民会館

11月8日㈮
19：30～20：30

YCC代々木八幡
コミュニティセンター

11月22日㈮

12月8日㈰ 13：30～14：30、
15：00～16：00

12月20日㈮
19：30～20：30

1月10日㈮

2月23日（日・祝） 13：30～14：30、
15：00～16：00 千駄ヶ谷区民会館

区民写真展
日10月11日㈮～17日㈭ ※14日を除く
9：00～19：00（13･17日は17：00まで）
場･問千駄ヶ谷社会教育館
（☎3497-0631 FAX3497-0632）
幡ヶ谷社会教育館
（☎3376-1541 FAX3375-9278）

地域交流会しゃべり場
｢お金の新時代どう生きるか
キャッシュレス社会とは｣
日10月31日㈭13：30～15：30
場総合ケアコミュニティ･せせらぎ
講金融広報アドバイザー　石村衛氏
対在住･在勤･在学の人　定30人（先着）
申10月7日から電話･窓口で
問しぶやボランティアセンター
（☎5457-2200 FAX3476-4904）

保 健

S H I B U Y A ' s   L i f e  I n f o r m a t i o n

日日程・時間   場場所・会場   内内容   講講師   対対象・資格（在住・在勤・在学は渋谷区内）   定定員・人数   
費費用（記載なしの場合は無料）   持持ち物（特に必要なもの）   申申し込み・応募方法   問問い合わせ   
HPホームページ 　 子ども向け　 子育て世代向け　 高齢者向け　　  電子申請で申込可

ハガキ・ファクスなどの記入例

希望講座・コース・
希望日・時間

①〒・住所※
②氏名（ふりがな）
③年齢
④電話番号
  ・その他必要事項

①～④を全て記入してく
ださい（消せるペン不可）。
※ 在勤の人は勤務先・所在地、
在住・在学の人は学校名

　（学年）・所在地を記入
・ 申込は原則1人1通
・ 往復ハガキの場合は、返信
用の住所・氏名も記入して
ください。

渋谷区コールセンター〈総合案内〉（☎3463-1211）の受付は、月～金曜日8:30～19:00、土・日曜日、祝・休日9:00～17:00です。

11 くらしの情 報 令和元年（2019年）10月1日



出張アイリス講座ＬＧＢＴから｢共生社
会｣を考えてみよう（初級編）（全5回）

場青山学院大学（渋谷4-4-25）
定200人（抽選）
申10月18日までに文化総合センター大和田HPで

問男女平等･ダイバーシティセンター〈アイリス〉
（☎3464-3395 FAX3464-3398）

安全な暮らし
－シニア世代や子供のヒヤリ･ハット
日10月30日㈬14：00～15：00
内転倒、低温やけど、誤飲などの予防法
講東京都消費者啓発委員　鈴木春代氏
対在住･在勤･在学の人　定40人（先着）
申10月1～28日に電話･窓口で
場･問商工会館･消費者センター
（☎3406-7641 FAX5485-0308）

秋季区民体育大会
●アーチェリー
日10月20日㈰10：00から
場スポーツセンター
内RC・CPの部　対在住・在勤・在学の人
費1人400円（保険料別途）
申当日会場で※詳しくはアーチェリー協会へ
（☎090-8109-8020）
●ボウリング
日11月10日㈰12：00から
場笹塚ボウル（笹塚1-57-10）
内シングルス戦
対在住・在勤・在学・在クラブの人
費2,000円、高校生以下1,000円
申11月9日までに電話で渋谷区ボウリング連盟
へ（☎6383-4445）
問スポーツ振興課スポーツ振興係
（☎3463-3295 FAX3463-3822）

シニアソフトテニス大会 
日11月4日（月・休）9：00から
場スポーツセンターほか
内個人戦（ダブルス）
対在住または渋谷区ソフトテニス連盟登録団体
で60歳以上の人
費1ペア2,000円
申10月20日までにファクスで（11ページ記入例のほ
か性別）、渋谷区ソフトテニス連盟へ
※詳しくは渋谷区ソフトテニス連盟へ
　（☎･FAX3375-8350 斉藤）
問スポーツ振興課スポーツ振興係
（☎3463-3295 FAX3463-3822）

ソフトテニス教室（全12回）
日10月14日（月・祝）、12月1・8・15日、1月12・19・
26日、2月9・16・23日、3月1･15日㈰13：00～
16：00
場代々木西原公園庭球場
対在住･在勤･在学･在クラブで小学校4年生以上の人
費3,000円、中学生以下2,000円
申当日12：30から会場で
※詳しくは渋谷区ソフトテニス連盟へ
　（☎3375-8350 斉藤）
問スポーツ振興課スポーツ振興係
（☎3463-3295 FAX3463-3822）

ミニバスケットボール教室 
日毎週㈯10：45～12：45
場スポーツセンター
対在住･在学の小学校1年生
定10人（抽選）　費月1,000円（保険料を含む）
申10月26日10：00～10：15にスポーツセンター
3階ギャラリー前で
※ 詳しくは渋谷区バスケットボール協会（☎090-
3145-3105 内山）、または渋谷区体育協会へ
（☎3468-8721）
問スポーツ振興課スポーツ振興係
（☎3463-3295 FAX3463-3822）

ＬＧＢＴコミュニティスペース「＃渋谷に
かける虹－ダブルマイノリティー」
日11月10日㈰13：30～16：00（13：00開場）
定50人（先着）
申当日会場で
※ 詳しくは#渋谷にかける虹HP
をご覧ください。

場･問男女平等･ダイバーシティ
センター〈アイリス〉
（☎3464-3395 FAX3464-3398）

お肌の健康（全8回） 
日11月20日、12月4･11日、2年1月15･22日、
2月12･19日、3月4日㈬10：00～11：30
場文化総合センター大和田
内全身のお手入れ（マッサージを含む）
対在住でおおむね60歳以上の人
定15人（抽選）
費3,000円（教材費）
申10月15日（必着）までに往復ハガキで（11ページ記
入例のほか生年月日）、〒150-0031桜丘町
23-21文化総合センター大和田内シニアいきい
き大学へ
問シニアいきいき大学
（☎3464-5171 FAX3464-5172）

アスベスト講演会「アスベストとは何か
－旧築地市場からの報告」
日10月11日㈮18：30～20：30
場笹塚区民会館
講中皮腫･じん肺･アスベストセンター　永倉冬史氏
対在住･在勤の人　定90人（先着）
申10月1日から電話で東京土建渋谷支部へ（☎
6304-2315） 
問環境政策課公害指導係
（☎3463-2750 FAX5458-4903）

プチッとセミナー
｢採用につながる就職活動の進め方｣
日11月8日㈮13：30～15：30
場勤労福祉会館
内書類作成のポイント、志望動機の作り方など
対区内で求職中の人　定4人（先着）
申10月7日10：00から電話で
問就労支援センターしぶやビッテ
（☎5489-4731 FAX5489-4732）

ササハタハツ（仮称）
まちラボフューチャーセッション
日10月18日㈮18：00～20：30
場笹塚駅前区民施設
内ササハタハツのまちづくりの共通基盤となる
（仮称）まちラボのセッション
定30人程度（抽選）
申10月15日までに申込書をメール・ファクスで
（申込書は区HPからダウンロード可）
問まちづくり課まちづくり推進係
（☎3463-2947 FAX5458-4918
sec-machisui@shibuya.tokyo）

講 座・教 室
認知症サポーター養成講座
日10月23日㈬13：30～15：00
場恵比寿社会教育館
内認知症への理解や対応方法
※ 受講者は、認知症の人を温かく見守る応援者で
ある認知症サポーターになれます。

対在住･在勤･在学の人
申電話で
問豊沢･新橋地域包括支援センター
（☎3440-1671 FAX3440-1675）

空き家有効活用セミナー
日10月11日㈮･12日㈯10：00～17：00
場JR南新宿ビル（代々木2-1-5）
内相続･資産活用など（相談あり）
講女優　財前直見氏ほか
対在住の人、区内に土地建物を所有している人
定各70人（先着）
申10月5日から電話でネクストアイズ㈱へ
（ 0120-336-366 ※㈬を除く10：00～18：00）
問住宅政策課住宅政策係
（☎3463-3548 FAX5458-4947）

せいかつサポート研修（全4回）
日12月3～24日の㈫12：15～16：00
場笹塚駅前区民施設
内調理、洗濯、掃除など高齢者の生活サポート
※  修了者は区指定の事業所で働く資格が得られます。
対区指定の事業所で働くことを希望する18歳以
上の人
定40人（抽選）
申11月20日までに介護保険課窓口･電話・ファク
スで（11ページ記入例参照）

問介護保険課介護総合事業係
（☎3463-1888 FAX5458-4934）

高齢者宅で
家事のサポートを
してみたい人を
 募集します。

介護予防のための
｢高齢者健康トレーニング教室｣ 

内マシントレーニング、ボール･セラバンドを
使った運動など
対在住の65歳以上で、自分で通所できる人
※通院中または体調に不安がある人は医師に相談
定①･②各6人、③15人（抽選）
費1,200円（保険料）
申10月15日（②は16日）までに電話で各会場へ
（③は㈯･㈰･㈷を除く）　※重複申込不可
問介護保険課介護総合事業係
（☎3463-1888 FAX5458-4934）

日 時 会 場 ･ 申 込

①
11月6～29日
の㈬･㈮
（全8回） 14:00～

15:30

中幡小学校温水プール
（☎3376-1069）

②
11月8日～
12月2日の㈪･㈮
（全8回）

恵比寿社会教育館
（☎3443-5777）

③
11月13日～
12月20日の㈬･㈮
（全12回）

13:30～
15:00

美竹の丘･しぶや
（☎5464-6800）

知的障がい者移動支援従業者
（ガイドヘルパー）養成研修（全3回）

内資格取得に必要な知識･実技
※東京都認定の修了証を取得できます。
講社会福祉士　市川和男氏ほか
対在住･在勤･在学で18歳以上の人
定30人（抽選）
申10月21日（必着）までにハガキ･ファクス･メー
ルで（11ページ 記入例のほか来庁時の交通手段）、
〒150-8010（住所不要）渋谷区役所本庁舎2階障
がい者福祉課経理係へ ※電話･窓口可
問障がい者福祉課経理係
（☎3463-1936 FAX5458-4935
sec-syoufuku_keiri@shibuya.tokyo）

日 時 会 場

講義 11月30日㈯、12月1日㈰
9：00～17：00

区役所本庁舎8階
814会議室

実習 講義終了後、1か月以内
の1日 区内の障がい者支援事業所

日 時 内 容 講 師
11月9日㈯
11：00～
12：40

LGBT基礎知識と、
LGBT視点で見る共生社
会への課題

男 女 平 等 ･ ダ イ
バーシティ推進担
当課長

11月16日㈯
11：00～
12：30

共生社会づくりを｢体感｣
してみるワークショップ

ドラムサークル
ファシリテーター
協会理事長　橋田
”ペッカー”正人氏

11月30日㈯
11：00～
12：30

日本におけるHIVのこれ
まで、これから（12月1日
は世界AIDSデー）

ＮＰＯ法人ぷれい
す東京代表
生島嗣氏

12月7日㈯
11：00～
12：30

LGBTとキャンパスライ
フ－LGBTサークルのあ
る大学、無い大学

認定NPO法人
Rebit
小川奈津己氏ほか

12月14日㈯
11：00～
12：30

ジェンダー視点で見たら、
バリアだらけの日本のス
ポーツ

順天堂大学スポー
ツ健康科学部助手
野口亜弥氏

地区体育会運動会

※ 雨天時は体育館（恵比寿地区は鉢山中学校）
問スポーツ振興課スポーツ振興係
（☎3463-3295 FAX3463-3822）

地 区 日 時 会 場

新橋 10月6日㈰9：15～15：00 加計塚小学校

初台 10月6日㈰9：20～15：30 幡代小学校

恵比寿 10月13日㈰9：00～16：00 都立第一商業高校
（鉢山町8-1）

西原 10月13日㈰9：30～16：00 西原小学校

笹塚 10月20日㈰9：00～15：00 笹塚中学校

本町 10月20日㈰9：00～16：00 渋谷本町学園

氷川 10月20日㈰9：00～17：00 広尾中学校

上原 10月20日㈰9：30～15：00 上原小学校

千駄ヶ谷 10月20日㈰9：30～16：30 千駄谷小学校

神宮前 10月20日㈰9：40～15：50 原宿外苑中学校

アクティブ峰の原 そば打ち体験
日11月9日㈯～10日㈰1泊2日
宿泊地アクティブ峰の原（長野県須坂市）
※11月9日14：00に上田駅からの送迎あり
対在住･在勤･在学の人
定15人（抽選）
費3,000円（保険料を含む）
※宿泊費、交通費別途
申10月12～20日に電話･アクティブ峰の原HPで
場･問アクティブ峰の原（峰の原青少年山の家）
（☎0268-74-3179 FAX0268-74-3178）

渋谷福祉学会
｢切れ目のない支援を目指して｣
日11月16日㈯10：00～16：00
場区役所本庁舎14階大集会室
内高齢･障がい･児童など福祉分野で働く人によ
る課題･活動･成果発表 ※手話通訳あり
申ファクス･メールで（11ページ記入例参照）、東京都
市大学子ども家庭福祉研究センター（ FAX 5706-
3123 kodomokateifukushi@tcu.ac.jp）
※詳しくは東京都市大学人間科学部へ
　（☎5760-0104 FAX3702-5576 園田）
問障がい者福祉課就労支援主査
（☎3463-1922 FAX5458-4935）

催し物のつづき

＜共通事項＞
※未就学児は保護者同伴
場・問児童青少年センター フレンズ本町
（☎3377-5160 FAX3377-5162）

フレンズ本町

日10月12･26日㈯10：00～11：20
対在住･在学の小学生～高校生と保護者
定各5組10人（先着）
申当日会場で

■インラインスケート 親子ですべろう

日10月19日㈯10：00～17：00
内ボッチャ・ローラースケート体験、巨大コー
スでのミニ四駆大会など
対幼児～高校生と保護者
申当日会場で

■フレンズフェスティバル

■木工教室―Ｍｙ黒板を作ろう
日10月26日㈯11：00～12：00、13：00～14：
00、14：15～15：15、15：30～16：30
講東京土建一般労働組合渋谷支部ほか
対在住･在学の4歳～小学生
定各24人（抽選）
申10月20日までに電話･
窓口で

SHIBUYAまちびらき2019
－あたらしい景色をソウゾウしよう
渋谷駅周辺の公共的な施設や大規模建築物などの
オープンに合わせ、区民・事業者・区などが協働し
たまちびらきとして、多数のイベントを開催します。
日11月1日㈮から
※ 詳しくはHELLO neo 
SHIBUYAHPをご覧く
ださい。

問渋谷駅周辺整備課
都市再生事業推進係
（☎3463-2628 FAX5458-4918）

区民無料招待「能楽鑑賞会」
日11月19日㈫①14：30から、②18：00から
場国立能楽堂 （千駄ヶ谷4-18-1）
内①仕舞「老松」、狂言「千鳥」、能「菊慈童」
②仕舞「梅」、狂言「茶壺」、能「高砂」
出演二十六世観世宗家　観世清和氏ほか
対在住で18歳以上の人
定各60人程度（抽選）
申10月18日（必着）までに往復ハガキで（11ページ記
入例のほか希望人数〈2人まで〉、希望時間または
どちらでも可と明記）、〒150-8010（住所不要）
渋谷区役所文化振興課へ
問文化振興課交流推進係
（☎3463-1142 FAX5458-4938）

つばさまつり
日10月26日㈯11：00～14：00
内作品展示、パン･製品販売、ゲームコーナーなど
場･問生活実習所つばさ
（☎3378-1150 FAX3378-1551）

区民陸上競技大会
日11月24日㈰9：00から
場駒沢オリンピック公園陸上競技場
（世田谷区駒沢公園）

対在住･在勤･在学･在クラブの令和元年度日本陸
上競技連盟登録競技者 ※資格については、スポー
ツセンターで配布する要項をご覧ください。
費1人1種目につき小学生700円、中学生800円、
一般･壮年1,000円、リレー1チーム小学生1,200
円、中学生･一般2,000円
申10月7～17日にメールで
（ m-nozue@nifty.com）
※ 詳しくは渋谷区陸上競技協会へ
　（☎090-7212-3152 野末）
問スポーツ振興課スポーツ振興係
（☎3463-3295 FAX3463-3822）

区 分 内 容

一般 男子、女子
（高校生以上）

100m、200m、400m、800m、
1,500m、4×100mR、走り高跳び、
走り幅跳び、砲丸投げ、やり投げ

中学生 男子、女子
100m、200m、400m（男子のみ）、
800m、1,500m、4×100mR、走
り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ

小学生 男子、女子（3～6年生）
100m、800m、4×100mR、走り
幅跳び、ジャベリックボール投げ

壮年 男子（40歳以上）100m、1,500m

青山学院大学
公開講座との
連携企画です。

ス ポ ー ツ
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放送センター
NHK

放送センター

LINE CUBE SHIBUYA
（渋谷公会堂）

LINE CUBE SHIBUYA
（渋谷公会堂）

国立代々木競技場
（改修中）

国立代々木競技場
（改修中）

代々木公園代々木公園

渋谷税務署渋谷税務署
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渋谷年金事務所渋谷年金事務所
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美竹公園美竹公園
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商工会館・
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E
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インフォスタワー
渋谷
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セルリアンタワーセルリアンタワー 日本経済
大学

日本経済
大学

渋谷区観光協会・
クリエーションスクエアしぶや
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り
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区役所・出張所・保健所の窓口受付は、月～金曜日 8：30～17：00（祝・休日、年末年始は除く）です。

庁舎アクセス
渋谷区役所本庁舎
〒150-8010 宇田川町1-1

A

渋谷区役所第二美竹分庁舎
〒150-0002 渋谷1-18-21

C

渋谷区役所美竹分庁舎
〒150-0002 渋谷1-2-17

B

文化総合センター大和田
〒150-0031 桜丘町23-21

E

区民サービスセンター
〒150-8510 渋谷2-21-1 
渋谷ヒカリエ 8階

D
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施設のイベント情報

◎企画展「台所のキノコ」
日11月4日（月・休）まで
内普段から食べているキノコの生態

◎講座･実習

対②4歳以上の人と保護者
定②15人（先着）

場東2-25-37（〒150-0011）
☎5468-1384 FAX5468-9385

ふれあい植物センター

いずれの施設も月曜日（祝・休日の場合は翌日）は休館です。施設によって入館料が異なります。入館は閉館30分前まで。
詳しくは問い合わせてください。

◎企画展「文学に描かれた渋谷の風景
―明治から大正まで」
日10月14日（月・祝）
まで
内 渋谷を描いた
明治･大正期の文
学作品の一部を、
同時代の写真と共
に紹介

・展示解説
日10月5日㈯14：00から

◎歴史･文学めぐり
「玉川上水の源流などを訪ねる」
日10月31日㈭9：00～16：00 ※小雨決行
場羽村市郷土博物館（羽村市羽村）ほか
※区役所本庁舎からバスで往復
講元社会教育指導員　伊野泰一氏
対在住の人
定20人（抽選）
申10月15日（消印有効）までにハガキで（11ページ
記入例のほか全員の②、希望人数〈2人まで〉）、
郷土博物館･文学館へ

場東4-9-1（〒150-0011）
☎3486-2791 FAX3486-2793

郷土博物館・文学館
FRIDAY
在住の人は
金曜日無料

9月26日に土砂災害警戒区域等が指
定されました
土砂災害警戒区域等は、土砂災害防止法に基づき、
土砂災害のおそれのある地域として、東京都が指
定するものです。区域の
位置図は、東京都建設局
HPや東京都建設局河川部、
区役所本庁舎11階土木部
管理課で閲覧できるほか
土砂災害警戒区域等マッ
プでも確認できます。
問区域図は　土木部管理係
（☎3463-2773 FAX5458-4908）
・区域指定は　東京都建設局河川部計画課
（☎5320-5429 FAX5388-1533）

成年後見制度の無料相談会
日10月17日～12月19日の㈭14：00～16：00
相談員弁護士、司法書士
対在住で成年後見制度が必要な本人･親族など
定各2組（先着）　申10月10日9：00から電話で
場･問成年後見支援センター
（☎5457-0099 FAX3477-2525）

東京都最低賃金を改正しました
10月1日から時間額が1,013円となりました。こ
の最低賃金は、都内で労働者を雇用する全ての事
業場および同事業場で働く全ての労働者（都内の
事業場に派遣中の労働者を含む）に適用されます。
問渋谷労働基準監督署（☎3780-6527）

渋谷音楽祭2019
－ＳＨＩＢＵＹＡ　ＭＵＳＩＣ　Ｓ

ス ク ラ ン ブ ル

ＣＲＡＭＢＬＥ
日10月19日㈯16：30～19：30
場文化総合センター大和田4階さくらホール
定5組10人（抽選）
申10月15日までに電話（㈯・㈰を除く10：00～
17：00）･ファクス･メールで（11ページ記入例参照）
問渋谷区観光協会（☎3462-8311 FAX3462-8312
tour@play-shibuya.com）

FUN+WALK 
MORNINGスペシャルデー
田園都市線池尻大橋駅～渋谷駅をメインコース
にウオーキングイベントを開催します。詳しくは
FUN+WALK PROJECTHPをご覧ください。
日10月15日㈫～17日㈭7：00～10：00
問FUN+WALK PROJECT普及実行委員会
（☎6441-4013）

口
こう

腔
くう

がん検診
日11月21日㈭14：00～17：00
場渋谷区口腔保健支援センター プラザ歯科診療所
診査医東京歯科大学口腔顎顔面外科学　
柴原孝彦氏
対在住･在勤の人
定30人（症状により選定）
申 10月31日（消印有効）までに往復ハガキで
（11ページ記入例参照）、〒150-0031桜丘町23-21
渋谷区歯科医師会へ
問渋谷区歯科医師会（☎3770-2341）

猿楽橋長期計画（案）に対する
意見（パブリックコメント）
閲覧期間10月1日㈫～30日㈬
閲覧場所区HP、区役所本庁舎11階道路課、9階経
営企画課、6階区政資料コーナー、出張所
意見の提出 10月30日（消印有効）までにハガキ、
便せんなどで（11ページ記入例のほか意見、区内事業
者･法人･団体は事業者･法人･団体名･代表者名･所
在地、利害関係のある人はその理由）、〒150-
8010（住所不要）渋谷区役所道路課へ郵送･持参 
※ ファクス･メール可（ public-comments@
shibuya.tokyo）

問道路課道路整備係（☎3463-2816 FAX5458-4908）

区民絵画展の作品
内11月15日㈮～21日㈭に幡ヶ谷･恵比寿社会教
育館で開催する絵画展の作品
募集作品日本画･油絵･水
彩画･水墨画･切り絵な
どで、額に入った大きさ
が87㎝×87㎝以内の区
民絵画展未発表（1人1点、
額縁･パネルを用意）
対在住･在勤･在学の人
申11月2～10日（休館日
を除く）に、展示を希望す
る社会教育館へ持参
※ 申込用紙は両社会教育
館で配布

問幡ヶ谷社会教育館
（☎3376-1541 FAX3375-9278）
恵比寿社会教育館
（☎3443-5777 FAX3443-5778）

学校図書館専門員
日12月1日㈰～令和2年3月31日㈫
（1日6時間、月16日勤務）
場区立小学校図書館
資格次のいずれかに該当する人
・司書、司書補または司書教諭の資格を有する
・学校図書館または図書館で3年以上の実務経験
がある
・上記と同程度の知識・能力がある
定若干名
賃金月額154,000円
申10月22日（必着）までに指定の履歴書と作文を、
〒150-8010（住所不要）渋谷区役所本庁舎4階指
導室政策・事業主査へ郵送・持参
※ 募集案内・申込書類は指導室で配布（区HPでダウ
ンロード可）、詳しくは募集案内をご覧ください。

問指導室政策・事業主査
（☎3463-2920 FAX5458-4952）

やすらぎサービス協力会員
活動時間9：00～17：00（日時は相談）
内高齢者や障がい者の家事や外出の援助など
対18歳以上で健康な人
費1,000円（年度会費）
謝礼1時間800円、30分500円
（どちらも交通費別途）
申電話で
●協力会員活動説明会
日10月29日㈫13：30～15：30
場渋谷ヒカリエ8階生涯活躍推進課
申10月28日までに電話で
問社会福祉協議会
（☎5457-2200 FAX3476-4904）

土曜発達相談会 
日10月19日㈯
9：00～17：00
内子どもの育てにくさや
発達の悩みなど
対在住の未就学児と平日
来所できない保護者
申10月18日までに電話で
場･問子ども発達相談センター
（☎3463-3786 FAX5458-4965）

耐震相談会
日10月12日㈯10：00～12：00、
13：00～15：00（1人30分程度）
場はつらつセンターケアステーション本町
申10月11日までに電話で
問まちづくり課防災まちづくり係
（☎3463-2647 FAX5458-4918）

地域交流センター代々木の杜
（多目的ホール）
日2年1月6日～2月上旬
内改修工事のため
問地域振興課施設係
（☎3463-1639 FAX5458-4906）

社会貢献型後見人（市民後見人）養成
基礎研修実施説明会
日11月12日㈫10：00～12：00
場美竹の丘･しぶや
対在住で社会貢献に意欲のある25～65歳未満の
人（平成31年4月1日現在）
定40人（先着）
申10月7日から電話で成年後見支援センターへ
（☎5457-0099）
問福祉部民生係（☎3463-1832 FAX5458-4936）

渋谷ビジネスプランコンテスト
対次の全てに該当する区内を主たる事業エリア
とする創業予定者、創業から5年未満の事業者
・中小企業･小規模事業者（個人事業主）
・事業、取り組みのプランに渋谷区の活性化につな
がるものが含まれている
審査書類、プレゼンテーション
賞金大賞10万円、ほか副賞
申10月31日までに申込書類をメールで渋谷ビ
ジネスプランコンテスト事務局へ（ shibuya.
sogyo@gmail.com）
※申込書類は事務局HPでダウンロード可
問商工観光課商工観光係
（☎3463-1762 FAX3463-3528）

◎2020 松濤美術館公募展 作品募集
搬入日 12月14日㈯･15日㈰13：00～16：00
応募資格在住･在勤･在学で高校生以上の人
出点数 1人1点
※ 詳しくは応募要項（松濤美術館･図書館･出
張所などで配布）をご覧ください。

◎展覧会「日本･東洋 美のたからばこ
―和泉市久保惣記念美術館の名品」
日 10月5日㈯～
11月24日㈰
※展示替えあり

・講演「久保惣太
郎と和泉市久保
惣記念美術館―
収集品より」
日 10月13日㈰
14：00から
（13：30から整理券を配布）
講和泉市久保惣記念美術館館長　河田昌之氏
定80人（先着）
申当日会場で

・館内建築ツアー
日10月11･18日㈮18：00～18：30
申当日会場で

▲土佐光吉《源氏物語手鑑 野分》 
　江戸時代（1612年） 重要文化財 
　和泉市久保惣記念美術館蔵
　10月5～27日展示

▲ススキで作ったミミズク

▲大正13年 広尾の七星舎牧場

日 時 内 容 ･ 申 込

①
10月12日㈯～14日
（月・祝）13：00～16：00
（受付は15：30まで）

ススキのミミズク作り
申当日会場で

② 10月16日㈬15：30～16：00
おはなし植物園｢ジャガイモ｣
申10月5日から電話で

③ 10月20日㈰11：00～16：00
のみもの植物園｢花

か

梨
りん

湯｣
申当日会場で

場松濤2-14-14（〒150-0046）
☎3465-9421 FAX3460-6366
event@shoto-museum.jp

介護施設ツアー面接会
日11月9日㈯14：00～16：00
場けやきの苑･西原
内施設の見学、職員との面談など
対区内で求職中の人
※介護資格のない人も可
定10人（先着）
申10月7日10：00から電話で
問就労支援センターしぶやビッテ
（☎5489-4731 FAX5489-4732）

相 談

募 集

休 館・休 業

官 公 署 な ど

10月は赤い羽根共同募金運動月間です
地域に根差した社会福祉サービスを支援するため
の運動です。いただいた募金は、東京都共同募金会
を通じて地域の福祉事業などに活用されます。ご
協力をお願いします。
問福祉部民生係（☎3463-1832 FAX5458-4936）

スポーツ施設の予約キャンセルは
7日前までにしてください
無断キャンセルをした団体は、キャンセル日の
翌々月の1日から3か月の間、施設予約システムで
スポーツ施設の予約ができなくなります。
問スポーツ振興課スポーツ振興係
（☎3463-3295 FAX3463-3822）

お 知 ら せ

神南二丁目･宇田川町地区
地区計画素案意見交換会
日10月7日㈪15:00～16:30
場区役所本庁舎14階大集会室
申当日会場で
問渋谷駅周辺整備課都市再生事業推進係
（☎3463-2628 FAX5458-4918）

10月1日から
公衆浴場入浴代金が変わります
消費税増税に伴い、区内公衆浴場の入浴代金が
460円から470円になります。

問福祉部民生係（☎3463-1832 FAX5458-4936）

10月1日から渋谷区二子玉川区民運
動施設に車で来場できます（平日のみ）
二子玉川区民運動施設利用団体は、世田谷区二子
玉川緑地運動場の駐車場を利用できます。
※駐車場の利用は、1団体につき1台のみです。
問スポーツ振興課スポーツ振興係
（☎3463-3295 FAX3463-3822）

洪水ハザードマップを公開しています
洪水ハザードマップは、河川や下水道の整備水準
（時間最大雨量153mm 総雨量 690mm）を超え
る大雨が降った場合に、予想される浸水の範囲や
その程度を地図上に示し、過去の浸水区域や避難
場所の位置などを加えた地図です。
改定した想定最大規模降雨版ハザードマップの基
本的な内容については、東京都建設局HPをご覧く
ださい。
問土木部管理係（☎3463-2773 FAX5458-4908）

秋季区民ママさんソフトテニス大会
日11月17日㈰9：00から
場代々木西原公園庭球場　内個人戦（ダブルス）
対在住･在勤･在クラブの女性で、既婚者または30
歳以上の人
費1ペア2,000円
申11月3日までにファクスで（11ページ記入例参照）、
渋谷区ソフトテニス連盟へ
※詳しくは渋谷区ソフトテニス連盟へ
　（☎･FAX3375-8350 斉藤）
問スポーツ振興課スポーツ振興係
（☎3463-3295 FAX3463-3822）

スポーツのつづき

シニアバドミントン講習会 
日11月8～29日の㈮15：45～17：45
場スポーツセンター
対在住･在勤で55歳以上の人
定各30人（先着）
費1回500円
申10月26日（必着）までに申込用紙をファクスで、
渋谷区バドミントン協会へ（FAX6800-2245）
※ 申込用紙はスポーツセンター、ひがし健康プラ
ザで配布

問スポーツ振興課スポーツ振興係
（☎3463-3295 FAX3463-3822）

▲羽衣湯

松濤美術館

区民の皆さんの自主的・継続的な団体活動の紹介です｡ 
内容などは直接問い合わせて利用してください｡

スポーツ吹き矢（50歳以上） 第2･4火曜日／14:00
～16:00／ひがし健康プラザ／会費月2,500円／☎
080-4932-0421 木村
やさしいヨガ（女性対象） 火曜日または金曜日／9:30
～11:00／広尾4丁目／1回1,000円／ hisamip@
gmail.com パテル
はじめてのジャズボーカル（初心者歓迎） 月2回の月曜
日と金曜日／16:00～17:00／桜丘町／会費月4,000
円、部屋代月1,000円／☎090-4377-6344 小林
ミュージカル･コーラス 月2回の月曜日／10:00～
11:30／文化総合センター大和田／入会金1,000円／
会費月4,000円、教材費100円／☎070-6655-3109 
 レーマン

区民のコーナー

14くらしの情 報令和元年（2019年）10月1日 15 くらしの情 報 令和元年（2019年）10月1日

区民サービスセンター（渋谷ヒカリエ8階）の窓口受付は、月～金曜日11：00～19：00、土曜日9：00～17：00（祝・休日、年末年始は除く）です。
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しぶや区ニュースは区内全世帯へ
各戸配布をしています

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、区ニュースの配布に関する問い合わせは、
区ニュース各戸配布コールセンターへ 0120-900-916（月）～（土）9：00～18：00  ※祝・休日、1月1～3日を除く

▲長谷部区長

シブヤフォントの新作データやシブヤフォントを使用したアイテム
が紹介されました。

昨年度から取り組んでいる超短時間雇用について区内のコンビニエンス
ストア、公衆浴場、商店街などでの雇用事例を紹介しました。

▲11月1日に開業する「渋谷スクランブルスクエア」の展望施設「SHIBUYA 
SKY」内の「SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP」でも一部アイテムが
販売されます。

ダイバーシティの街と
して、互いが違いを認
め合い、さらに交じり
合って生まれる新しい
価値を渋谷から発信
し、多くの人と共感し
ていきます。

渋谷でくらし・はたらく障がいのある人の描いた文字や数
字を、渋谷で学ぶ学生がフォントとしてデザインしたパブ
リックデータです。さまざまなモノやコトに使われることで、
より多くの人に渋谷を好きになってほしい、シティプライド
を感じてほしい、そして障がいのある人の活動を知ってほ
しいという願いを託して作成されました。

実際に触れて体験できるスペースでは、参加者がこれまで見たことのない
テクノロジーに触れて驚く様子がみられました。

デザイン・テクノロジーの展示
従来の福祉の枠組みを超えた

障がいの特性や個々の状況に応じて多様な働き方を選択できる
障害者雇用促進法の法定雇用率には含まれない「週20時間未
満の雇用」です。

JR渋谷駅桜丘町方面線路沿い
の工事現場の仮囲いをソーシャ
ル美術館にするプロジェクトとし
て、シブヤフォントの原画が渋谷
の街を彩っています。

超福祉展×全日本仮囲いアートミュージアム

◀コンビニエンスストアや公衆
浴場などでの雇用事例を紹
介。

▲超短時間雇用を利用して
働く様子（公衆浴場）。

超短時間雇用（ショートタイムジョブ）

9月3～9日

シンポジウム

▲今回新たに制作したフォン
トやグラフィックデータを
使用したアイテムの紹介。▶

シブヤ
フォント
とは？

超短時間
雇用
とは？

電動アシスト付きでドリ
フト走行が可能な競技
用車いすです。
実際に使用する競技で
は、小回りや鋭敏な動き
ができる器用さ、繊細さ、
一瞬の判断力が勝敗を
握ります。

スライドリフト

渋谷のシンボル“ハチ公
像”を山形大学が取り組
む「やわらかロボット」で
プロデュースしました。
やわらかロボットは安全
性や人との親和性が高
く、福祉分野での応用が
期待されます。

やわらかロボ！
ゲルハチ公

座ったままの姿勢で安
全・安心にスムーズに移
動可能ないすです。オ
フィスや工場などの「は
たらく場」だけでなく、美
術館や図書館などの公
共施設でも、多様な人々
の活躍をサポートします。

ウェルツ-セルフ 11月30日まで

障がい者をはじめとするマイノリティーや福祉そのものに対する「心のバリア」を取り除こうと、2014年か
ら渋谷ヒカリエを中心に開催しているイベントです。
6年目となる今年も、従来の福祉に対するイメージを大きく変えるデザインやテクノロジーの展示・体験会に
加え、渋谷発となる最先端の取り組みや働き方を紹介するシンポジウムなどが行われました。
問障がい者福祉課福祉計画推進係（☎3463-1922 FAX 5458-4935）

2020年、渋谷。
超福祉の日常を体験しよう展
（超福祉展）が開催されました

シブヤフォントシンポジウム


