
必須プログラム と き 内容

はじめの会

～オリエンテーション～
５月２１日（土）
10 時～正午

パワーアップ塾の受講方法や講座内容についての説明、ま

たパワーアップ塾卒業生の声をご紹介します♪
ところ：港区社会福祉協議会 または オンラインツール Zoom

基礎講座「パワーアップ塾

ここから講座」
５月２８日（土）
10 時～15 時半

ボランティアや地域の支え合い活動について講義・ワーク・

体験（まち歩き）を通して学び、理解を深めます。ところ：芝浦

区民協働スペース（芝浦 1-16-1）

講師：NPO 法人笑顔せたがや 山崎富一氏

あいだの会～中間報告会～
8 月 6 日（土）
10 時～正午

他のメンバーと情報交換・意見交換などをします。
（「育児サポート子むすび」の活動紹介あり)

おわりの会 ～振り返りと 

これからの活動に向けて～
10 月１５日(土） 
10 時～正午

これまでを振返り、ここから地域デビューしましょう！ 

選択プログラム ★詳細はボランティア情報５月号 また オリエンテーションでご案内します。 

オリジナル講座

「港区の福祉施設を知ろう！」

オリジナル講座

「ボランティア団体の活動を知ろう！体験してみよう！」

ボランティアスキルアップ講座①～障害について～ ボランティアスキルアップ講座②～動画編集について～

地域つながりづくり講座 Part１ 地域つながりづくり講座 Part２

おむすびサービス研修会 オンラインツール教え方講座

災害支え合いまち歩き講座 社会貢献型後見人等候補者養成基礎講習説明会

災害ボランティア基礎講座 MINATO パラスポーツメイト養成講座（全 4 回）

ボランティア活動体験プログラム～2022 夏！体験ボランティア～

令和４年度 地域福祉活動・ボランティア活動 パワーアップ塾 参加者募集中！

【対象者】港区在住・在勤・在学で、地域で活動したいと思っている人。先着 30 名。

【参加費】無料（選択プログラムにより資料代などがかかる場合があります）

【ところ】選択プログラムの詳細については、オリエンテーション等でお知らせします。

【申し込み】パワーアップ塾の申し込みは５月１６日（月）までに、申込みフォーム

（https://forms.gle/EcX6yZwcFWu61tC99）・電話・FAX または電子メール【住所・

氏名・電話番号・受講方法（オリエンテーションのみ、会場またはオンラインツール（Zoom）。

オンラインツール（Zoom）を希望の場合は電子メールアドレスを明記）】で申し込み。

パワー

アップ

塾とは

「地域でボランティア活動がしたい」という『おもい』を応援する約半年間の集中プ
ログラムです。地域福祉活動の基本を学ぶ講座や仲間作りのきっかけとなる機会を作
る必須プログラム、地域福祉活動に役立つ知識や体験が出来る講座などをラインナッ
プした選択プログラム（1つ以上選択）からなります。みんなと学び考え、ここから動
き出しませんか。

パワー

アップ

塾とは
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おむすびサービスは、地域での助け合いの活動です。

時間が少しあるので何か地域でお手伝いしてみたい、そんな思いを活動につなげてみませんか。

日常の家事などで困っている人を支える協力会員さんをお待ちしています。まずはお電話ください。

●活動時間：月～金曜（土、日、祝日、年末年始を除く） 
午前 9 時～午後 5 時（1 回の活動は原則 2 時間以内） 

●年 会 費：2,000 円（更新時 1,000 円） 

●謝 礼 金：1 時間 800 円・1,200 円 ※別途、実費交通費
●活動内容：日常の家事（掃除/調理/買物等）、通院や外出の付き添い、話し相手 など 

（介護などの専門的なことは対象外） 
※18 歳以上（高校生不可）であれば、資格や介護経験の有無は問いません。

◇ 問い合わせ ◇ 

ボランティア・地域活動支援係 おむすび担当 

TEL：6230-0284 FAX：6230-0285 

お電話ください

【日  時】５月 20 日（金）～７月 22 日（金）

【場  所】子育てひろば「あい・ぽーと」

  ※状況に応じて対面またはオンラインで実施 

【申し込み方法】４月２５日（月・必着）までに「あいぽーと」へ郵送

【費 用】無料（研修器具費等は実費負担）

【問い合わせ・申し込み】

NPO 法人あい・ぽーとステーション           

〒107-0062 港区南青山 2-25-1 TEL：5786-3250

育児サポート子むすびは、子育ての支援を受けたい人（利用会員）と支援をしたい人（協力会員）が

会員になり、地域の中で互いに助け合いながら子育てをする会員制の相互支援活動です。

協力会員として活動するには「港区子育て支援員研修」の受講が必要となります。

受講修了後、協力会員として一緒に活動しませんか。

※子むすびの協力会員だけでなく、「一時預かり事業」や「港区派遣型一時保育」の支援員として登録することもできます。

※受講申込書は、あい・ぽーとのホームページ https://www.ai-port.jp からダウンロードできる他、港区社会福祉協

議会でも配布しております。

【受講要件】・港区内在住、在勤、在学

・１８歳以上（高校生不可）  

・修了後、支援活動ができる人

港区社会福祉協議会

ボランティア・地域活動支援係

子むすび担当 TEL：6230-0284

有償福祉在宅サービス

  空いた時間で地域のために活動してみませんか

育児サポート子むすび 
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新型コロナウイルス感染症の感染状況

によっては、人数制限や開催内容等、変

更する場合があります。

【加入方法】
① 加入申込票に必要事項を記入
  加入申込票は、港区社会福祉協議会のほか、各地区ボランティアコーナー（赤坂・青山、

麻布、芝浦港南、高輪）、各総合支所、各いきいきプラザにあります。

② 保険料を事前に専用払込用紙で払い込む（郵便局もしくは銀行）

  保険料は、350円～1,400円（6つのプラン）です。口座振込でのみ受付けています。

★注意★令和４年１月１７日より、ゆうちょ銀行の窓口や、ATMで現金をお振込みいただく

場合、１件ごとに１１０円の振込手数料がかかります。ただし、ゆうちょ銀行の窓口やATMでも、通帳

やカードを使って口座から保険料を振り込む場合は手数料はかかりません。

「みずほ銀行本店窓口」から専用払込用紙を使って払い込む場合も、送金手数料は無料です。

専用払込用紙を使わずに、ＡＴＭ等で振り込んだ時には、送金手数料は加入者の負担となり

ます。

③ 受付窓口に「加入申込票」と「払込証明書」を提出する

   港区社会福祉協議会（ボランティア・地域活動支援係）及び各地区ボランティアコーナー

で受け付けています。郵送での取り扱いはしておりません。お手数おかけしますが、受付場所

までご持参下さい。

※各地区ボランティアコーナーでの受付は職員在室時のみになります。  

HP(ボランティア活動 ボランティアをしたい)等でご確認ください。  

ます。

◆ 令和４年度（２０２２年度） 「ボランティア保険」申し込み受け付け中！ ◆

歌や踊り、詩の朗読を通じて、障害のある人もない人も一緒になって参加し楽しむイベント、「共に生きるみんなの歌と踊り

のつどい」を７月２日(土)に麻布区民センターで開催します。このイベントで発表する詩を募集します。作品の一部は朗読や曲

をつけて発表します。

また企画や準備、当日の運営、照明や音響・プロジェクター操作等をお手伝いしてくださる実行委員を募集しています。

ご興味のある人はボランティア・地域活動支援係まで問い合わせください！

＜詩＞テーマ・形式は問いません。作品・住所・氏名・電話番号を記入の上、

郵送・FAXで4 月20 日（水・必着）までにご応募ください。

ご応募いただいた作品は返却できませんので、予めご了承ください。

＜第1 回実行委員会＞ ※実行委員会は年7 回開催予定です。

◆日 時：4月22日(金) 午後6時30分～8時

◆場 所：①麻布区民センター 講習室 （六本木5-16-45）

②オンラインツール（Zooｍ）を使用可能な自宅等

◆申し込み：実行委員会に参加希望の人は、事前にボランティア・地域活動支援係

TEL：6230-0284 FAX：6230-0285へご連絡ください。
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介護相談員は、区内の介護保険施設（特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、グループホーム）を

訪ね、利用者の不安・不満・疑問・要望などを聞き、その「声」や「思い」を施設や港区（保険者）に「橋渡し」していま

す。

具体的には施設での相談活動のほか、定期的な連絡会や介護相談員同士の意見交換を行う連絡会、スキルアッ

プのための研修があります。

※直接利用者の介護をする活動ではありません。

◆対 象：区内在住で、介護保険施設に訪問して活動ができる人

介護保険サービス事業所に所属する人は対象外

◆活 動 日：平日の日中、月４～５日 各２時間程度

※現在活動中の介護相談員と日程を調整して活動します

◆活 動 費：月額１０，０００円（交通費・通信費等として）

◆募集人数：若干名

◆選考方法：書類選考および面接

◆応募方法：応募用紙（募集チラシの裏面）に必要事項を記入の上、締め切りまでに生活支援係まで郵送または持参し

てください。

※応募用紙は港区役所、各総合支所、区民センター、いきいきプラザ、区立図書館等にあります。港区社

会福祉協議会ホームページ（http://www.minato-cosw.net/）からもダウンロードできます。

◆締 切：4 月２２日 (金) 午後 5 時必着

◆選考面接：5 月２０日 (金) 午前（書類選考通過者には別途連絡）

◆委嘱条件：介護相談員内定者は 10 日間程度の養成研修（６月 20 日（月）～23 日（木）および 8 月 5 日（金）を

含む）に全て出席し、介護相談員養成研修修了証の交付を受けることを条件とします。

◆申し込み・問い合わせ

港区社会福祉協議会 生活支援係 介護相談員担当（六本木 5-16-45 港区麻布地区総合支所２階）

TEL 6230-0282

この事業は港区（介護保険課）から委託を受けて、港区社会福祉協議会が運営しています。 

ボランティア相談会のご案内
港区社会福祉協議会では、ボランティア活動に参加するにあたっての、疑問や質問にお答えできるよ

う、ボランティア相談会を開催しています。ちょっと気になることなど、なんでもどうぞ。

４月の相談会は、下記の通り開催します。事前予約制ですので、あらかじめお申し込みのうえご参加くだ

さい。

◆とき：４月２2 日（金） 午前 9 時３０分～11 時３０分 

◆ところ：高輪地区ボランティアコーナー

     港区高輪１－４－８ 精神障害者支援センター あいはーと・みなと２階

◆申し込み：港区社会福祉協議会 ボランティア・地域活動支援係へ電話・FAX・Email にて、

住所・氏名・昼間連絡のつく電話番号と、「ボランティア相談会参加希望」を明記のうえ、 

お申し込みください。

   TEL 6230-0284 FAX6230-0285 Email ｖｃ＠minato-cosw.net 

※民生委員等の公職の任にある人、港区内を提供エリアとする
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