
◆日  時：８月２３日（火） 午後６時～８時 
◇会  場：①麻布区民協働スペース（六本木 5-16-46 麻布保育園３階） 

       ②オンラインツール（Zoom） 
◆講  師：宮崎猛志氏（国際ボランティア学生協会 危機対応研究所 所長） 

◇対  象：区内に在住・在勤・在学で、港社協の災害ボランティアに協力する意思の  

ある人 

◆定  員：各３０人程度（申し込み順）  

◇申 し込 み：８月１９日(金)までに電話・FAX で、氏名・住所・電話番号、受講方法（オン

ラインツール（Zoom）での受講を希望の場合はメールアドレス）を明記の

うえ申し込み 

【問い合わせ・申し込み】ボランティア・地域活動支援係    TEL：6230-0284  FAX：6230-0285 

災害ボランティアの基礎知識について学びませんか？「災害時に何ができる

か知りたい人」や「自分も何かやってみたい人」など、ぜひご参加ください。 

近年、猛暑により熱中症被害が増えています。熱中症は体の水分が不足し、水分と塩分のバランスが崩れ、死に至
る危険もあります。活動中の熱中症には十分に注意しましょう。 

①水やお茶などでこまめに水分をとり、汗をかいた時はスポーツドリンクなどで水分・塩分を補給しましょう。 
②食事や十分な休息をとり、無理をしないようにしましょう。 
③暑さ対策をし、涼しい服装を心がけましょう。 

熱中症にご注意ください!!

④マスクの着用は熱中症のリスクが高くなるおそれがあります。屋外で人と十分な距離が確保できる場合はマスクを
外しましょう。マスクを着用しての強い負荷の作業や運動は避けましょう。 

具合が悪くなった時は涼しい場所に移動し、水分を補給してください。症状が改善しない場合は、早めに医療機関に
行きましょう。 
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サポートみなと「親族向け後見人講座」  
成年後見制度についての説明や申立書類の書き方について、わかりやすくご説明します。

制度の利用を考えている方や、制度について知りたい方は是非ご参加下さい。

■日 時： 第 1回8月25日（木）午後6時～8時 、 第2回9月 1日（木）午後6時～8時

■内 容： 第 1回「成年後見制度の概要と申立てについて」 、 第2回「成年後見人の仕事内容について」

■講 師： 遠海
えんかい

陽子
よ う こ

氏 （司法書士）

■場 所： 麻布区民協働スペース 及び オンラインツール(Zoom) 

■定 員： 会場20名、オンライン 10名（申し込み順） 

■参 加 費： 無料 

■申し込み： 港区社会福祉協議会 成年後見推進係 （成年後見利用支援センターサポートみなと）

TEL：6230-0283 FAX： 6230-0285   

◇社会貢献型後見人等候補者等とは
【社会貢献型後見人等（市民後見人）】 

認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力の不十分な人の権利や財産を守る成年後見制度の担い手と

して、地域や社会に貢献する精神に基づき、親族でも専門職でもない、同じ区民としての身近な立場で成年後見

等活動を行います。 

【登録型生活支援員】 

福祉サービスの利用援助が必要な人に、福祉サービスの必要な手続きや日常的な金銭管理などの支援を行いま

す。 

◇社会貢献型後見人等候補者等になるには？
作文と面接による選考後に「社会貢献型後見人等を目指す方のための基礎講習」と「登録型生活支援員養成講

習」を受講していただきます。受講後本会での研修を積みながら、社会貢献型後見人等としての受任または登録

型生活支援員として支援に備えます。ふさわしい案件があった場合に後見人等候補者として紹介・推薦、受任。ま

た、登録型生活支援員として活動に移ります。 

※基礎講習修了によって将来成年後見人等の活動が約束されるものではありません。 

と き：第１回 9月9日（金） 午後6時～7時30分

第２回 9月16日（金） 午後2時～3時30分

ところ：第1回 芝浦区民協働スペース 協働スペース多目的室2･3 

第2回 高輪区民センター集会室 

（※内容は共通です。）

定 員：各回20名

申込方法：電話、またはFAX (住所・氏名・連絡先を明記) 

申込締切：9月6日(火) 

問い合わせ：港区社会福祉協議会 成年後見推進係（成年後見利用支援センターサポートみなと） 
TEL：6230-0283  FAX：6230-0285 

※どなたでも参加は可能です。 

※基礎講習受講を希望する人は説明会の参加が必須です。 



日 時 内 容 

８月２７日（土）  午前１０時～午後０時３０分 
パラスポーツ（障害者スポーツ）とは 
講義、車いす体験・白杖体験など 

９月３日（土） 午前１０時～午後０時３０分 スポーツを体験してみよう！ 『ブラインドサッカー』 

９月１７日（土） 午前１０時～午後０時３０分 スポーツを体験してみよう！ 『ボッチャ』 

１０月１日（土） 午前１０時～午後０時３０分 
パラスポーツをする人を支えるために 
講義、ミニスポーツ体験、修了式など

◇ 対   象：区内在住・在勤・在学者で、パラスポーツ(障害者スポーツ)に関わりたい人 

◆ 定   員：３０人（申し込み順）  

◇ 場   所：港区スポーツセンター サブアリーナ（港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦内） 

◆ 参 加 費：無料 

◇ 持 ち 物：室内用運動靴  ※動きやすい服装でお越しください。 

◆ 申し込み：８月１９日（金）までに電話・FAX（氏名、区内在住・在勤・在学、電話番号を明記）、 

申込フォーム（https://forms.gle/UtGFFZcQ1w2wj2Ts8）  

により申し込み  

※手話通訳が必要な方は８月１２日(金)までにお申し出ください。 

パラスポーツメイト養成講座 

障害がある人もない人も一緒に 

スポーツを楽しむことができる、 

つながり・支えあう地域づくり 

を進めるため、パラスポーツを 

する人を支えるメイト（仲間）を 

養成します。 
つながろう 

スポーツで 

申込フォーム 

問い合わせ 港区社会福祉協議会 経営企画担当 TEL：6230-0280 FAX：6230-0285 

【申し込み】９月５日（月）までに、電話・FAX・メールまたは申込フォーム

（https://forms.gle/PGdzyavq8ZfMvqSu7）にて、氏名・電話番号・住所（町 

名）・受講方法のご希望（会場／Zoom）・メールアドレス（Zoomの場合必須）

を明記のうえ申し込み 

「港区で地域の活動をしてみたいけど、具体的にはどうしたらいいかわからない」 

講 師 渡辺 裕一 氏（武蔵野大学人間科学部社会福祉学科教授） 

    地域活動の先輩 

対 象 地域の福祉活動に関心があり、活動の始め方を学びたい人 

（港区在住・在勤・在学の方）

と き ９月１０日（土）１０時～正午 

ところ 芝浦区民協働スペース及びZoomミーティング 

定 員 会場・オンラインあわせて２０人（申し込み順） 

【問い合わせ】港区社会福祉協議会 地域福祉係 

    TEL：6230-0281 FAX：6230-0285 メールアドレス：chiiki@minato-cosw.net

講師 渡辺 裕一氏 

申込フォーム 

そんな人必見の講座です。ソーシャルワークのプロと地域活動の先輩が、サロンや地域活動の

立ち上げから活動における工夫など、さまざまな経験談とアドバイスをお伝えします。

地域つながりづくり講座「はじめたいあなたに伝えたいコト（活動立ち上げ編）」 

語りましょう！ 



令和３年度 最優秀賞作品 

高松中学校 村里 菜美様 

区では、12月3 日（土）～9 日（金）の障害者週間に「障害者週間記念事業～ともに生きるみんなの集い～」を開催する

予定です。 

その事業で使用する周知ポスターの原画を募集します。 

障害の有無にかかわらず、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向けて、心のバリアフリーをテーマとし

たポスターを描いてみませんか。 

◆対 象：区内在住・在勤・在学者 

◆作品規格：四つ切り画用紙またはB3 判、A3 判画用紙。文字を入れることができます。 

応募作品は1点で、未発表のものに限ります。作品は、後日返却します。 

◆表 彰：最優秀賞・優秀賞・佳作を選定し、賞状および記念品の図書カード 

（最優秀賞5000 円、優秀賞3000円、佳作2000 円） 

を贈呈します。応募作品は、区役所1 階ロビー等に展示します。 

※入賞者の氏名・所属を港区ホームページに掲載する予定です。 

※最優秀賞・優秀賞の作品は、港区障害者福祉課が発行する冊子の 

「令和5 年度版障害者のためのサービス一覧」の表紙等に使用します。 

また、芝地区の地域事業として配電用地上機器（トランスボックス）に 

掲出します。 

◆応募方法：郵送または直接、作品の裏側に住所、氏名（ふりがな）、電話番号、 

学校名・学年または勤務先を明記の上、9 月7 日（水）までに、 

〒105－8511 港区役所障害者福祉課障害者福祉係（区役所2階）へ。 

◆応募先・問い合わせ：港区保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係 

TEL：3578-2386 FAX：3578-2678

～大会に関わるすべての人が、安全で安心な大会になるよう進めていきましょう！～ 
◆内  容：①誘導（走路、迂回路、会場内、スタート待機ブロック、トイレ、駅） ②検温補助 

③ごみ対策 など 

※内容・エリアは公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団事務局で決定いたします。 

◆日  時：令和４年１１月２０日（日） 午前６時３０分から正午まで 

◆場  所：区立芝公園・東京タワー周辺、大会コース沿道 など 

◆申込締切：令和４年９月３０日（金）まで 

◆その他：服装：スタッフウェア、キャップ、軍手の支給あり 、 食事用意：なし 

◆問い合わせ：公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

TEL：５７７０-１４００ FAX：５７７０－６８８４  担当：関 幸太 

        URL：https://www.kissport.or.jp/ 

募集 
ボランティア

MINATO シティハーフマラソン２０２２大会ボランティア募集！ 

終始会場が拍手に包まれていました 

ボランティア登録団体活動紹介 

６月２２日（水）に札の辻スクエア 11階小ホール、６月２３日（木）に麻布子ども

中高生プラザにて、特定非営利活動法人キッズファンの皆さんによる「ジャズの

ワークショップ＆ミニライブ」が開催されました。 

 札の辻スクエアは４月からオープンし、三田図書館や産業振興センターなども

入っています。 

 当日は２部構成となっていて、１部のワークショップではお客さんも演奏に参

加しセッションを楽しんだり、２部のミニライブではキッズファンの方々の本物

のジャズにふれたり、皆さん大満足のご様子でした。 


