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日

時

傾聴とは①
10月5日（水）

１日目

午前１０時～正午 ・ 午後1時～3時

傾聴とは②
認知症サポーター養成講座
10月12日（水） 午前１０時～正午 ・ 午後1時～3時

２日目

自己理解、他者理解
３日目

傾聴するときの心構えと注意点

10月19日（水） 午前１０時～正午

区内高齢者施設での傾聴ボランティア体験
10月24日（月） ～ １１月４日（金） のうち1回
実習

体験

最終日

実習ふり返り・今後の傾聴ボランティア活動
11月9日（水） 午後1時30分～3時30分
に向けて

対 象：区内在住・在勤・在学で、傾聴ボランティア活動を行う意欲のある人
講 師：岩田優子氏（産業カウンセラー）
定 員：20 名 （抽選） ※講座・施設体験全てに参加できる人を優先します。
無料（別途、ボランティア保険代 350 円～1,400 円）
場 所：麻布区民協働スペース（六本木 5-16-46）

申し込みフォーム

9 月 28 日(水)までに、申し込みフォーム、電話・ＦＡＸ（氏名・住所・電話番号明記）で下記
ボランティア・地域活動支援係へ申し込み
【問い合わせ・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
TEL：6230-0284 FAX：6230-0285
◇

『ボランティア情報』の発行には、歳末たすけあい運動の募金が使われています。

◇

育児サポート子むすび協力会員募集のお知らせ

令和４年度

港区子育て支援員研修

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。

【受講要件】①～③の条件を満たす人
①港区内在住、在勤、在学 ②１８歳以上（高校生不可） ③研修修了後支援活動ができる人
【日 時】９月３０日（金）～１２月９日（金）
※「育児サポート子むすび」に関するお問
【研修方法】原則、対面及びオンラインで実施
い合わせは、港区社会福祉協議会までお
【費 用】無料（研修器具費等は実費負担）
問い合わせください。
【申 込】下記 QR コードより申し込み
港区社会福祉協議会
ボランティア・地域活動支援係
子むすび担当 TEL：03-6230-0284
【申込期限】９月５日（月・必着）
【研修についてのお問い合わせ先】 子育てひろば「あい・ぽーと」TEL：03-5786-3250
※子むすび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。

ボランティア活動に関する基礎知識を学び、今日からボランティアをスタートしませんか♪
ボランティア活動に関する基礎知識を学び、今日からボランティアをスタート
車いす体験や先輩ボランティアから活動についてのお話を聞きます。
是非ご参加ください！

9 月 29 日（木） 午前 9 時 30 分～正午
対 象：これからボランティア活動をはじめたい人や、はじめたばかりの人
講 師：佐藤邦隆氏（個人ボランティア登録者）
定 員：１０名 （申込順）

参加費：無料

場 所：麻布地区総合支所２階 第３会議室（六本木 5-16-4５）
申込み：9 月 26 日(月)までに、電話・ＦＡＸ（氏名・住所・電話番号明記）で下記ボランティア・
地域活動支援係へ申し込み。

日にち

時間

①

10 月 25 日（火）

午前９時３０分～11 時３０分

②

１1 月２5 日（金）

午前９時３０分～11 時３０分

ところ
芝地区ボランティアコーナー
（旧三田図書館２階・芝 5-28-4）
麻布地区ボランティアコーナー
（西麻布いきいきプラザ等複合施設５階・西麻布 2-13-3）

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

FAX：6230-0285

今年の暑中見舞いは、3,295 枚のはがきが集まり、区内在住の７５歳
以上のひとり暮らし高齢者にお贈りしました。
今年もコロナ禍でしたが、昨年よりも多くの方々にご協力を頂きました。
あたたかいお気持ちのこもったはがきをお寄せくださった皆様に、心か
ら御礼申し上げます。

赤坂郵便局 様

今年頂いた暑中見舞いはがき

（株）プロネクサス 様

年末には年賀状のはがき募集を行います。 引き続き、ふれあい通信 “かんがり” へのご協力をどうぞよろしくお願い
いたします。 年賀はがき募集の詳細は、 ボランティア情報 11 月号に掲載予定です。
【問い合わせ】 ボランティア・地域活動支援係 TEL：6230-0284
FAX：6230-0285

募集
ボランティア

三田松坂交流ガーデニングでのボランティアを募集！
～ 花壇づくりに参加しませんか？ ～

◆内

容：児童遊園（だるま公園）のプランターと国道沿いの花壇の植え替えを行います。お花があふれる街づくりを通
じて地域交流の輪を広げましょう。地域の大人もお子様も奮ってご参加下さい。
◆日 時：９月２３日（金祝）午前 10 時～１１時 （年４回開催予定）
◆場 所：三田松坂児童遊園（だるま公園）（港区三田 5-16-8）
◆人 数：３０人
◆持 ち 物 ：マスク、タオル、飲み物、その他必要に応じてご持参ください。（ビニール手袋は用意します）
◆問い合わせ：港区社会福祉協議会 地域福祉係

助成

TEL：6230-028１

公益財団法人 大和証券福祉財団

202２年度 第 2９回 ボランティア活動助成のご案内

◆応募課題
1.高齢者、障害児者、子どもへの支援活動及びその他、社会的意義の高いボランティア活動
※2019 年度以降（第 26 回～28 回）に当財団から助成を受けた団体は、応募資格がありません。
２.地震・豪雨等による大規模自然災害の被災者支援活動
大規模自然災害とは、「東日本大震災」「平成 28 年熊本地震」「平成 29 年 7 月九州北部豪雨」「大阪府北部地震」 「平成
30 年 7 月豪雨」「北海道胆振東部地震」「令和元年台風 15・19 号 10 月 25 日からの大雨」「令和 2 年 7 月 豪雨」等
◆応募資格
5 名以上で活動し、かつ営利を目的としない団体（任意団体、NPO 法人、財団法人、社団法人、大学のボランティア サーク
ル等）。
◆助成金：上限 30 万円（１団体あたり） 総額 4,500 万円
◆受付締切：９月１５日（木）当日消印有効
◆助成対象期間（領収書の有効日付）：2023 年 1 月 1 日（日）～12 月 31 日（日）
◆申請方法：所定の「申請書」を当財団事務局宛にご郵送ください。申請書のコピーは、必ずお手元に保管して
おいてください。※提出された申請書の返却はできませんのでご了承ください。
（送付先）東京都中央区京橋 1-2-1 大和八重洲ビル 公益財団法人 大和証券福祉財団事務局
※申請書のダウウンロード、応募要領、申請書記入に関する留意事項は、財団のホームページ
（https://www.daiwa- grp.jp/dsf/grant/）でご確認ください。
◆問い合わせ TEL：5555-4640 FAX：5202-2014 E メール：fukushi@daiwa.co.jp
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2022 夏！体験ボランティア in みなとでは、３５のメニューを用意し
みなとでは、３５のメニューを用意し、学生や社会人
学生や社会人
など１０９名の申し込みがありました♪（８月１７日現在）
特定非営利活動法人介護者
認定 NPO 法人プラチナ美容塾

高齢者支援・けあポート

高齢者施設の方にプレゼントするために
水族館などがテーマの作品を作りました！

お話をしたり一緒に体操をしました！

参加者からの感想です！！
「お話をした方が 『癒された』 と言ってくださって参加して良かったと心から思った。」
「なかなか水族館に行けない高齢者に水族館の気分を味わってもらえると嬉しい！」等
いろいろな感想をいただきました。

このイベントは、障害のある人もない人も、共に歌
い、踊ることを通して「共に生きる」喜びを分かち合
うことを目的に実施しています。

当日は新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、区内の
障害者施設や団体の皆さんによる歌や演奏のステージ発表、映像
での参加も行われました。
また、障害者施設や一般の方から応募のあった詩を選考し、
朗読奉仕グループ「Q の会」が朗読、詩を選ばれた方々の登壇も
ありました。
出演団体：港区立精神障害者支援センター あいはーと・みなと／みなと工房

ステージ発表の様子

／港特別支援学校（MOC）／KOKOZO 南青山／地上天国建設楽団／
BTRD／朗読奉仕グループ「Q の会」 他

ステージ発表の様子

当日は少し雨模様でし
当日は晴天に恵まれ、
たが、約
200 人の方にお
約 90 人の方にお越しいた
越しいただきました。
だきました。
来年も
来年も 7 月に実施予定
月に実施予定
です。皆さんどうぞ見に
です。皆さんのお越しをお
来てください！
待ちしております！

実行委員、団体の皆さん
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