社会福祉法人 （略称：港社協）

港区社会福祉協議会
ホームページはこちらから▶
https://minato-cosw.net/
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経営管理係 ☎6230-0280

地域福祉係 ☎6230-0281

ボランティア・地域活動支援係 ☎6230-0284

生活支援係 ☎6230-0282
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成年後見推進係 ☎6230-0283

経営企画担当 ☎6230-0280

原田さん

村林さん

佐藤さん

福島さん

活動への思いを聞きました
自分の考えを一方的に伝えるのではなく、被後見人が何をしたいのか、自分でで

言葉のやり取りだけではなく、本人らしい表現をキャッチし、理解につなげてい

きることは何かを気づいてもらえるようにコミュニケーションを図り、その実現の

ます。本人が自分らしく生活を送り、さらには納得できる人生になればと願い、一

ために少しでも貢献できるよう心掛けています。

歩下がって伴走できればと思っています。

全く知らなかった人とつながりが生まれる中で、関係機関と協力しながら活動し

責任を全うしなければという気持ちの中でも無理なく楽しんで活動しています。

ています。
社会貢献型後見人

福島 正純さん

社会貢献型後見人

原田 洋子さん

社会貢献型後見人は、親族でも専門職でもなく、身近な立場で成年後見活動を行う人のことです。

あなたも社会貢献型後見人を目指しませんか？
問い合わせ・申し込み

成年後見推進係

☎ 6230-0283

詳細は次ページへ▶︎

6230-0285

●港社協の広報紙「みなと社協」は、新聞（朝日、読売、毎日、日本経済、産経、東京）に折り込みしています（港区内）。
●ホームページにも掲載しています。●区役所・各総合支所・いきいきプラザ・区民センターなどの区の施設、港社協情報スタンドにも置いてあります。

地域福祉活動・ボランティア活動パワーアップ塾

〜説明会参加者の声〜

身近な立場で支援する

「社会貢献型後見人等候補者
養成基礎講習説明会」を開催します
成年後見制度の概要や後見人等候補者になるまでの流れ、実際の仕事内容について説明します。

第１回

と

き

ところ

9月9日（金）
午後6時～7時30分

申し込み

定

員

その他

芝浦区民協働
スペース

第２回

※2回とも内容は同じです
9月6日
（火）
までに
電話・ＦＡＸ
（住所・
各20人 ※どなたでも参加は可能です
氏名・連絡先を明記）（申込順） ※基礎講習受講を希望する人
高輪区民センター で申し込み
は参加が必須です

9月16日（金）
午後2時～3時30分

4

後見人等候補者として
名簿に登録

3

令和５年１月～２月に
開催する５日間の基礎
講習を受講
（平日昼間）

基礎講習の受講申請※

説明会に参加 必
(須 )

2

ンティア活動をしたい」という思いが大きくなっ

ていました。そんな時、説明会のチラシを目にし、

当時銀行員だった私は、
『成年後見制度』で、

これまでの仕事の経験を活かして、誰かの力に

なれるかもしれないと思い、説明会に参加しま

した。

今では、本人の役に立てていることに喜びを

感じています。

まずは気軽に説明会に参加し

てください。

社会貢献型後見人登録者
佐藤 圭史さん

●社会貢献型後見人等候補者になるまでの流れ
1

定年退職が近づき、
「これからは地域でボラ

●成年後見制度とは
判断能力が不十分な人を保護・支援するため、「自
己決定の尊重」と「本人保護」との調和を理念とする
制度で、
「法定後見」と「任意後見」の２つから成り立っ
ています。
「法定後見」とはすでに、判断能力が不十分な人を、

※受講条件

家庭裁判所が選んだ後見人等が支援する制度です。「任

・港区内または隣接地域在住の２０歳以上、
７０歳未満の人

意後見」とは将来、判断能力が衰えたときに備えて任

・弁護士、
司法書士、
社会福祉士、
精神保健福祉士、
税理士、
行政書士資格を有していない人

意後見人を決め、支援してほしいことを書面 ( 公正証書 )

・他の区市町村及び団体において社会貢献型後見人等候補者としての登録をしていない人

であらかじめ約束しておく制度です。

・論文・面接による選考あり

月に1回程度、
本人と面会

本人に代わって
手続き・財産管理

「今日は何を食べましたか」
「体

行政サービスや医療・介護サー

調は変わりないですか」など、話

ビスなどの手続きをします。その

し相手になりながら、本人の様子

他に、預貯金の管理や公共料金

や希望などを確認します。

などの各種支払いを行います。

社会貢献型後見人

はこのような活動をしています

港社協(後見監督人)
へ報告書を提出
毎月、本人の心身・生活状況や
支出の報告書を作成します。港
社協 ( 後見監督人 )と本人の支援
方針について相談します。

問い合わせ

成年後見推進係

☎ 6230-0283

6230-0285

●使用済み切手、書き損じはがき、使用済みカードを集めています。ご協力ください。ボランティア・地域活動支援係☎︎ 6230-0284

関係機関との連携
本人が希望する生活の実現に
向けて、地域の社会資源を活用
しながら、様々な分野の関係機関
と一緒に考え、チームで支援します。
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令和3年度決算の報告

令和３年度の事業報告と決算が、理事会と定時評議員会で承認されました。
【収支決算】令和3年4月1日～令和4年3月31日
収入

当期資金
収支差額

支出

355,583,320

358,409,427

△ 2,826,107

（単位：円）
前期末支払
資金残高
74,460,415

当期末支払
資金残高

【貸借対照表】令和4年3月31日現在
資産の部
流動資産

71,634,308

現金預金

119,080,211

流動負債

47,445,903

115,052,643

固定負債

90,361,997

4,027,568

固定資産

570,792,915

基本財産

3,724,500 円
（1.05%）

1,049,976 円
（0.29%）

負債の部

その他

会費収入

その他
・貸付事業収入・受取利息配当金収入・その他の収入

その他の固定資産

1,300,000
569,492,915

寄附金収入

9,309,782 円
（2.62%）

経常経費補助金収入

資産の部合計

159,793,832 円
（44.94%）

障害福祉サービス等事業収入
22,176,846 円
（6.24%）

負債の部合計

689,873,126

137,807,900

純資産の部
基本金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

18,242,207 円
（5.13%）

積立資産取崩収入

（単位：円）

1,300,000
473,728,569
77,036,657

純資産の部合計

552,065,226

負債及び純資産の部合計

689,873,126

積立資産支出

介護保険事業収入

15,015,991 円
（4.19%）

21,279,000 円
（5.98%）

助成金支出
1,345,355 円
（0.37%）

収入の部

事業収入

355,583,320 円

3,089,293 円
（0.87%）

支出の部

事務費支出

358,409,427 円

45,583,153 円
（12.72%）

受託金収入

37,750 円
（0.01%）

人件費支出
267,588,035 円
（74.66%）

事業費支出

116,917,884 円
（32.88%）

その他
・分担金支出
・その他の支出

28,839,143 円
（8.05%）

※円グラフの構成比は端数調整しています。
※「事業報告及び決算書」はホームページで公開しています。

問い合わせ

経営管理係

☎ 6230-0280

6230-0285

車いす
ステーション
車いすステーション協力者の声

港社協では、高齢や障害、病気・ケガなどにより、車いすを
一時的に必要とする人に貸し出しを行っています。区民の身近
な場所で車いすの貸し出しができるよう、区内の商店街や事業
所など34か所（8月1日現在）が車いすステーションを開設し、
社会貢献の一環としてご協力いただいています。
また、車いすステーションにご協力いただける団体・企業を募
集しています。詳しくはお問い合わせください。

車いすを借りた皆さんから「助かり
ました」などの感謝の言葉をいただき、
非常にうれしく思います。
借りた方が笑顔になると、地域貢献

詳しくは、港社協ホームページ
https://minato-cosw.net/service/kurumaisu/
でご確認ください。
右記の二次元コードからもご確認いただけます。

ができていると実感し、やっていてよ
かったと思います。
白金商店会

小林靖彦さん

問い合わせ ボランティア・地域活動支援係

☎ 6230-0284

▲詳細はこちらから

6230-0285

情報スタンドをご活用ください！

港社協では、車いすステーションや商店街等の皆さんにご協力いただき、現在区内30か所 (8月1日現在 ) に情報スタ
ンドを設置しています。
講習会や相談会、イベント等のチラシや港社協の各事業のパンフレット類を置いて、港社協への理解促進と、地域福
祉活動の普及啓発を図っています。また、情報スタンドの設置にご協力いただける団体・企業を募集しています。
詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ

経営管理係

☎ 6230-0280

6230-0285

●朗読奉仕グループ「Q の会」の協力により『みなと社協』の音訳 CD（DAISY）を作成しています。貸し出しを希望される方はご連絡ください。
経営管理係☎︎ 6230-0280
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車いすは、一時的に車いすが必要になっ

た人への貸し出し
（３ぺージに掲載）や、
企業や学校での車いす体験等の研修に

港社協会員をはじめとした
『港社協の応援団』
をご紹介するコーナーです

活用させていただきます。

川崎重工労働組合関東支部
今回は、今年５月に結成50年の記念事業として車いすをご寄付いただいた「川崎重

工労働組合関東支部」の土田勝之さんにお話を伺いました！

Q1 今回、車いすをご寄付いただいたきっかけを教えてください。

川崎重工労働組合の結成50周年記念行事を検討した結果、各支部の事業所がある社会

福祉協議会へ寄付すると決定したためです。

Q3 コ
 ロナ禍において大変だったことや、取り組まれていることなどがあれば教え
てください。
リモートワークが急激に進んだことで組合員へ情報が伝わりにくくなりましたが、これを

区民の皆さんに活用していただけるもの、ということで大人用車いす３台の寄付をするこ

機に SNS 等を使った情報伝達を取り入れるなど、取り組みも変化してきました。

とにしました。

Q4 社会貢献活動等についてのおもいなどがあれば教えてください。

Q2 港区や地域とはどのようなつながりがありますか？

今回は、団体の活動として寄付をさせていただきましたが、個人でもできることがあると

今まで機会がなかったので、今回をきっかけに地域とのつながりを持ちたいと考えています。 思うので、組合員の一人ひとりでもできる活動を組合として広めていきたいと思います。

問い合わせ

経営管理係

6230-0280

6230-0285

芝地区ボランティアコーナーがオープンしました！
■どこにあるの？
旧三田図書館2階（芝5-28-4）です。

電話1本で予約がとれ利便性
が高く、ボランティア活動をす
る上でなくてはならない存在
です！
プラチナ美容塾（芝浦港南地区

■どんなところ？
「活動の場」
「交流の場」
「情報の場」としてご利用できます。
■利用できるのは？
ボランティアや地域福祉活動を行う団体等（事前登録制）です。
■利用できる日時
火曜日～金曜日（祝日除く） 午前9時～午後5時

ボランティアコーナー利用団体）

■職員の在室日時
毎週火曜日（祝日除く）午前9時30分～11時30分
ボランティア保険の加入手続きやボランティアの相談ができます。
登録または見学をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
地区ボランティアコーナーの詳細は、港社協ホームページ
https://minato-cosw.net/service/corner/を
ご確認ください。

ホームページはこちらから

問い合わせ ボランティア・地域活動支援係

▲他地区のボランティアコーナーの様子

☎ 6230-0284

6230-0285

法人・団体会員の皆さまをご紹介します。
※敬称略・五十音順

麻布けいおん
麻布本村町会
愛宕母の会
石上法律事務所
SDGsみなとフォーラム
(NPO法人)オクトマン
北四国町会
(宗)十番稲荷神社
手話サークル
「て」

問い合わせ 経営管理係

5月1日～6月30日受領分

白金三光第五町会
住友金属鉱山(株)
(NPO法人)男女平等参画推進みなと
天現寺
永坂会
兵庫屋
(NPO法人)プラチナ美容塾
港マジック同好会
minato  みなボラ
南麻布富士見町会

☎ 6230-0280

6230-0285

Twitterで最新の情報を
お知らせしています
港社協の Twitterでは、港社協の取り組みやイベントなどの最新情報を発信
しています。

新橋五・六丁目町会
20,000
ニュー新橋ビル商店連合会
会長 長尾哲治
100,000
(一社)日本スポーツウエルネス
吹矢協会港おたっしゃ麻布支部 22,000
徐淑明
10,000
文沢圭
10,000
(株)Ａ＆Ｅ
10,000
東京芝ライオンズクラブ
50,000
ニッカウヰスキー(株)
55,000
麻布・赤坂青山清掃協力会
55,450

問い合わせ 経営管理係

ユーザー名
URL

(株)Ａ＆Ｅ
徐淑明
文沢圭
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
匿名

☎ 6230-0280

10,000
10,000
10,000
10,000
500,000
1,384
10,000
120,000
1,590
500,000

6230-0285

＠minatocosw
https://twitter.com/minatocosw

原則、投稿に対する「リプライ」
「リツイート」
「コメント」等
は行いません。

ぜひ、閲覧やフォローをしてください！

問い合わせ

5月1日～6月30日受領分 ※敬称略・受領順(単位：円)

経営管理係

☎ 6230-0280

●次号は令和 4 年 10 月 1 日発行です。

不適切なコメント等は断りなく運営元に削除依頼します。

Twitter はこちらから▲

6230-0285
港社協ホームぺージをリニューアルしました！是非ご覧ください。
▲

https://minato-cosw.net/ ホームページはこちらから
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