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/

〒106-0032 港区六本木5-16-45

-- つながり・支えあうまちをつくるために --

FAX

6230-0285（各係共通）

E-mail

info@minato-cosw.net
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（発行部数 60,800部）

Minato Council of Social Welfare

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

港区地域福祉
フォーラム
今日からできること︑
自分にできること

経営企画担当 ☎ 6230-0280

にしない・ならないために

問い合わせ・申し込み

﹁時が止まった部屋﹂
から考える

▶ 講演会

No.126

成年後見推進係 ☎6230-0283

経営企画担当 ☎6230-0280

オンライ
ンで
参加でき
る

12.17
土曜

▶シンポジウム

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。

港社協ホームページは
こちら

12 月17日 ( 土 )
▶︎ 講演会・シンポジウム

【と

【申し込み】

き】

10月3日 (月) から12月2日 (金)までに、電話、FAX または申し込み

午後0時30分

受付開始

午後1時

主催者等あいさつ

フォーム
（https://forms.gle/h5Dg1P4Gz8LDQbTn8）
にてお申
し込みください。

午後1時10分～2時40分

講演会

午後2時50分～3時50分

シンポジウム

【ところ・定員】
麻布区民センター

①氏名 ②電話番号・FAX ③区分 ( 区内在住・在勤・在学または港区の地域福祉に関心がある )
④参加方法（会場またはオンラインツール (Zoom)）⑤電子メールアドレス（オンラインツール

定員150人

オンラインツール（Zoom） 定員450人
※それぞれ申込順
【対

< 必要事項 >

(Zoom) 参加の場合）
【その他】
・手話通訳あり（麻布区民センター）

象】

区内在住・在勤・在学の人、港区の地域福祉や
つながりづくりに関心がある人

・保育あり
（麻布区民センター。4カ月～就学前、定員3人。参加申し込み時にお申
し出ください）

講演会・シンポジウム申し込みフォームはこちら

▶︎ 地域福祉活動団体 紹介動画
午前8時30分〜
港社協ホームページ等で公開

地域にはさまざまな福祉活動がたくさんあります！地域での活動の様子を
動画でご紹介します。気になる活動や団体が見つかるかもしれません。

▶︎ つながり川柳

＜郵送、FAX、持参での応募の場合＞
応募用紙(港社協ホームページよりダウン

午前８時30分～
入賞作品と応募作品を
港社協ホームページ等で発表・紹介

ロードまたは川柳募集チラシ裏面)に必要
事項を記入の上、郵送、FAXまたはご持参く
ださい。

「つながり」のかたちやイメージは人によってさまざま！地域の皆さ
んが作った川柳で、たくさんの「つながり」をご紹介します。
ホームページのほか、
「地域福祉活動団体パネル展」内でも掲示します。

応募先
〒106-0032

港区麻布地区総合支所2階
港区社会福祉協議会
FAX

【川柳作品掲示期間予定（地域福祉活動団体パネル展内）
】

港区六本木5-16-45
経営企画担当

6230-0285

○12月17日(土)～12月19日(月)

麻布地区総合支所1階ロビー

※持参の場合、
月～金曜日(祝日を除く)午前８時30分～午後５時15分

○令和5年2月2日(木)～2月8日(水)

赤坂区民センター3階ギャラリー

＜応募フォームでの応募の場合＞

○令和5年2月13日(月)～2月17日(金) 高輪地区総合支所2階通路
○令和5年2月27日(月)～3月3日(金)

応募フォーム(https://forms.gle/3wcvzWJUBgju5

芝地区総合支所1階ロビー

○令和5年3月20日(月)～3月24日(金) みなとパーク芝浦1階喫茶前広場

1b17)から必要事項を入力してください。

応募に関する注意事項

作品募集

入賞 (10点程度 ) の人に記念品を贈呈します

限ります。・応募作品は返却せず、著作権は港区社会福祉協議会に帰属します。
地域福祉フォーラムの会場での掲載・掲示等により発表します。なお、氏名等は発表しません。
・応募作品、雅号 ( ペンネーム ) および年代は、地域福祉活動団体パネル展 (12月～令和5年3月予

【募集内容
（テーマ）】

定 ) や本会ホームページ等で紹介します。なお、氏名等は公表しません。・応募作品は、本会や本
会事業の啓発に使用させていただく場合があります。・入賞者への記念品のお渡しについては、

人と人、
人と地域のつながりやその大切さが伝わる川柳

発表後に個別にご連絡します。なお、連絡が取れない場合等は、記念品をお渡しできないことが

象】

区内在住・在勤・在学の人、港区の地域福祉やつながりづくりに関心
がある人

あります。・審査基準、選考方法等に関する問い合わせにはお答えできません。・応募作品が、著
ひぼう

作権や商標権等、第三者の権利を侵害するものや公序良俗に反するもの、誹謗中傷や政治・宗教・
営業活動に関するもの、またはそのおそれがあると本会が判断した場合は、選考の対象外としま

【応募方法】
・1人2句まで応募いただけます。
・郵便、
FAX、
持参または応募フォームよりご応募ください。

問い合わせ・申し込み

・応募作品は、本人が創作した未発表のもので、他のコンテスト等に応募・発表予定のないものに
・入賞作品、雅号 ( ペンネーム ) および年代は、12月17日 ( 土 ) に港社協ホームページ、第5回港区

「つながり」を感じられる川柳を大募集！
あなたの思いを作品にして地域に届けてください。

【対

つながり川柳作品応募フォームはこちら▲

経営企画担当 ☎ 6230-0280

す。入賞作品については発表後であっても賞を取り消す場合があります。・応募作品に関する第
三者からの苦情や異議申し立て等について、本会に重大な過失がある場合を除き、本会は一切関
知しません。

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
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「みなと区民まつり」に港社協が参加します
10月8日 (土)・9日 (日）に開催される「みなと区民まつり」で、港区役所エリアに出展し
ます。港社協の事業紹介、マスコットキャラクター「み～しゃ」のグッズ販売をするほか、
車いす体験、パラスポーツ体験もできます。
港社協のブースでは「み～しゃ」がお待ちしていますので、ぜひ遊びにきてください。
また9日 (日) は、
「ゆるキャラ」パレードにも参加します。皆さんのご来場をお待ちしています。

問い合わせ

あたたかいご協力ありがとうございました。
中見舞いのはがきが集まり、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

港社協ではサロンや町会、グループでスマホ講座や、相談会
を開催する際に、スマホやタブレットの操作をわかりやすく教
えるスマホ・タブレットマイスターを派遣しています。

ふれあい通信
“かんがり”
は、ボランティアにより、暑中見
舞いと年賀状を区内在住の75歳以上のひとり暮らし高齢
者にお贈りし、あたたかい気持ちを届けるとともに、地域に

「スマホ・タブレットマイスター」とは？
港社協の養成講座を修了した、
「わかり
やすく」スマホを教えることができる区民
です。地域でもっと身近にスマホやタブレ
ットを使っていただきたいという思いで、
基本的なことから丁寧に伝えます！

【開催形式】①何人かの人に一斉に教えるスマホ教室のような
「講座形式」

おける社会的孤立の防止を推進しています。

②一人一人のご相談に答えていく
「相談会形式」

次回は、年賀状をお贈り

開催に向けたサポート等、詳しくはお問い合わせください。

する予定です。皆さんのご

【開催条件】スマホを教えることができる場所をご用意いただくことと参加者に

協力をお願い致します。

スマホやタブレットをお持ちいただくことだけです。Wi-Fi 環境があ

募集の詳細は、11月に港

る場所が望ましいです。

社協ホームページや、ボラ

【派 遣 先】スマホ・タブレットを学びたいグループ

ンティア情報に掲載します。

【申し込み】港社協まで電話やメール、FAX でご連絡ください。

ボランティア・地域活動支援係
6230-0285
☎ 6230-0284

地域貢献型自動販売機を
設置しています

生活福祉資金
「教育支援資金」
のご案内

学校教育法に規定された高等学校、大学等に進学を希望、もしくは在学中
のお子さんがいる世帯で、教育資金にお困りの場合に、無利子で入学金や授
業料等の貸付を行っています。
申し込みから資金交付までは約1カ月かかります。そのため、合格発表前で
もご相談ができます。学費の納入期限の約2カ月前がご相談時期の目安です。
受験する学校が決まりましたら、お早めにご相談ください。

港社協では、売り上げの一部が地域福祉活動推
進事業に活用される地域貢献型自動販売機設置事
業に取り組んでいます。
（新
８月に、住友金属鉱山 (株) 様の本社ビル３階
橋５丁目）に１台設置していただきました。
住友金属鉱山 (株) 様は本会の法人会員でもあり、
多大なご支援をいただいております。
また同月、旧三田図書館（芝５丁目）に自動販売
機を計４台設置しました。
2 カ 所 と も、港 社 協 マ ス コ ッ ト キ ャ ラ ク タ ー
み～しゃをあしらったオリジナルデザインの自動
販売機です。
港社協では、地域貢献活動と一体となった自動販
売機の設置に協力いただける個人・法人・団体を募
集しています。ご検討いただける場合は、お問い合
わせください。

※他制度が利用できる場合はそちらの利用が優先となる場合があります。
※貸付には要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
※貸付には東京都社会福祉協議会による審査があります。
●就学支度費：入学する際に必要な費用
（入学時のみ対象）
就学支度費（貸付上限額）

500,000円

●教育支援費：授業料などに必要な費用
高等学校
専修学校高等課程

高等専門学校

短期大学
専門職短大
専修学校専門課程

大学
専門職大学

35,000円

60,000円

60,000円

65,000円

52,500円

90,000円

90,000円

97,500円

☎ 6230-0282

問い合わせ 生活支援係

この名札を持ったマイスターが
教えに行きます

6230-0285
☎ 6230-0281
問い合わせ・申し込み 地域福祉係
chiiki@minato-cosw.net

お子さんの学費でお困りの皆さんへ

特に必要な場合
（月額上限額の1.5倍）

6230-0285

スマホ・タブレットマイスターが教えにいきます！

力をいただきました。

教育支援費
（月額上限額）

☎ 6230-0280

みんなでスマホを
使えるようになりませんか？

港区内の学校・企業・団体・個人の方々から3,295枚の暑

問い合わせ

経営管理係

問い合わせ 経営管理係

6230-0285

☎ 6230-0280

住友金属鉱山(株)様

旧三田図書館

6230-0285

在宅重度障害者(児)への見舞品の希望申し込み受付がはじまりました
今年も「歳末たすけあい運動」の一環として、在宅で生活している重度の障害がある人へ、見舞品
（区内共通商品券3,000円分）
を
贈呈します。下記の要件に該当し、希望する人はお申し込みください。
※「歳末たすけあい運動」は、共同募金運動の一環として地域福祉の推進を目的に実施しています。
【申し込み】

【対象者】
9月15日現在、港区在住の、心身障害者福祉手当の受給者ま

在宅重度障害者
（児）
への見舞品希望申込書
（港社協窓口で配布しています。港社

たは児童手当 ( 障害手当 ) 受給中の対象児童で、身体障害者

協ホームページ (https://minato-cosw.net/) からダウンロードもできます）
と、

手帳1・2級または愛の手帳1・2度を所持している人、および脳

対象者であることが確認できる書類（※）を、11月11日（金・必着）までに 郵送で

性まひ、または進行性筋萎縮症の人。施設入所者は対象外で

お申し込みください。

す。
〒106-0032
送付先

港区六本木5-16-45 港区麻布地区総合支所2階
港区社会福祉協議会経営管理係

問い合わせ・申し込み

経営管理係

☎ 6230-0280

※次の
（1）
(2）
から必ず各1点ずつ添付してください。
（1）
身体障害者手帳または愛の手帳の写し
（本人氏名・住所・障害者手帳番号・等級が確認できるもの）
（2）
 身障害者福祉手当または児童育成手当（障害手当）の受給がわかる書類（1年以内に発行された 認定
心
通知書または受給証明または手当金額の入金がわかる預金通帳の表紙および入金履歴の写し 等

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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「受援力」って？？

助けられ上手はお助け上手！

受援力【じゅえんりょく】

講演会「受援力のススメ」

【対 象】
【と き】
【ところ】
【講 師】

どなたでも
10月16日(日) 午後2時～4時
麻布区民協働スぺースまたはオンラインツール
（Zoom）
吉田穂波（神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究
科教授）
【定 員】 会場：30人、Zoom：20人 ( 申込順 )
【申し込み】10月7日 ( 金) までに、申し込みフォーム（https://forms.gle/Za5sK
e5osreuU1a48）
・電話・FAX【氏名、電話番号、受講方法（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。

助けを求め、助けを受ける心構えやスキル。
「ひとりでがんばらなくちゃ…」
「相手の迷惑になってしまうのではないか」
こんな気持ちで誰にも頼ることができない人いませんか？
日々の暮らしの中で、周りに頼らず、なんでも「自分でや
らなくては！」と背負い込み、小さな我慢や妥協をため続け
てしまうと、知らず知らずのうちにエネルギーが奪われ、苦
しくなってしまいます。
周りの人に「助けて」と言える力＝受援力は、すべての人

▲

申し込みフォームはこちら

にとても大切な力です。

問い合わせ・申し込み

地域福祉係

No.126

6230-0281

6230-0285

MINATO
シティハーフマラソンチャリティ募金活用

赤い羽根共同募金が10月からはじまります。

いただいた募金は、一度東京都共同募金会に集約された後、翌年度都内の民間
福祉施設や社会福祉協議会に分配され、港区を含む都民の皆さんに還元されます。
なお、使いみちの詳細は、
「赤い羽根データベースはねっと」https://hanett.
akaihane.or.jpでご覧いただけます。

募金方法
町会・自治会を通じて、募金を呼びかけ、ご協力いただいています。また、港社協
事務局、各地区総合支所協働推進課でも受け付けています。
新型コロナウイルス感染拡大防止に留意した募金活動の実施に努めますので、
皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
令和4年度助成団体

（NPO 法人）風の子会 風の子会高浜生活実習所
この度、助成金で購入した車載用ストレッチャーは背
ごえん
上げ機能があり、利用者の飲食時の誤嚥防止、介助職員
の腰痛予防など介助時の事故防止、身体的負担の軽減に
つながり、より安全で快適な福祉サービスを提供できる
ようになりました。

誰もが楽しめるパラスポーツ“ボッチャ”で
交流します。初めての人も大歓迎！
個人・チームのどちらでも申し込みできます。
対

象

区内在住・在勤・在学者 (チームで参加する場合は3人までとし、うち１人
以上が区内在住・在勤・在学者 )

と

き

11月２６日 ( 土 )

象： ◆港 区内の社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人が運営する

港区スポーツセンター

定

9０人程度 ( 申込順 )

員

申し込み 10 月3日 ( 月 ) から10 月31日 ( 月 ) までに、電 話・FAX( 氏 名、電 話
番 号、区 内 在 住・在 勤・在 学 のいず れか、チーム名 (2 〜 3 人チーム
で の 場 合 ) を明 記 ) または 申し込 みフォーム (https://forms.gle/
NgRvizjrrBHQPUq6A)で申し込み。
※次の点は、申し込み時にお伝えください。
・ランプ ( 投球補助具 ) の貸し出しまたは持ち込み希望
・手助けや配慮が必要なこと、介助者の有無等
※手話通訳あり
※令和3年度大会
（中止）
に参加が決定していたチーム (1人での申込含
む）
に限り、10月7日 ( 金 )まで優先枠を設けて受付します。
その他

社会福祉施設
◆港区などから定期的に助成を受けている心身障害者団体
募集期間： 10月3日
（月）～11月11日
（金）
詳しい要件などはお問い合わせください。

問い合わせ
申し込み

東京都共同募金会港地区協力会（港社協経営管理係内）
6230-0280
6230-0285

問い合わせ

(社福）恩賜財団慶福育児会
(資)オンラインデータマガジンジャパン
鹿島建設(株)東京建築支店
(株)関電工
(株)関東コーワ
かんべ土地建物(株)
北青山一丁目住宅自治会
キッコーマン(株）
キャニオンエステート(株)
共栄火災海上保険（株）
魚らん銀座商店会協同組合
(株)グッドライフケア東京
(株)小糸製作所
港南町会
(社福)港福会 みなと工房
(NPO法人)工房ラピール
互親会町会
(株)再春館製薬所
(株)坂田紙業
(株)櫻井モーター商会
(株）佐藤渡辺
さわやか信用金庫 秘書室
さわやか信用金庫 本店営業部
(株)山水舎
三徳部品(株)
(一社)シニア総合サポートセンター
芝浦一丁目町会
芝浦会
芝浦二丁目町会
芝公園一丁目町会
芝公園三丁目町会
芝公園四丁目町会
芝信用金庫本店営業部

経営管理係

芝大門中二町会
芝仏教会
(公社)芝法人会
芝和城会
清水薬局
(公財)社会貢献支援財団
正覚院
浄土寺
正福寺
常林寺
白金猿町町会
白金タワー管理組合法人
真浄寺
新橋一丁目西部町会
新橋一丁目東部町会
新橋仲通り会
新橋二丁目兼房会
新橋六丁目東町会
(社福)すこやか福祉会 すこやかの家 みたて
(株)すばる ステップリハビリ・高輪
(一財）
世界聖典普及協会
(株)世界貿易センタービルディング
ソリッドシード(株)
第一・三光町会
大聖院
大成交易
（株）
(有)大門マルキ商事
(株)太陽製作所
髙取ロジスティクス(株)
高輪北町親和会
高輪二本榎町会
(株)タケイ産業
田村新交町会

☎ 6230-0280

●次号は令和 4 年 12 月 1 日発行です。

6230-0285

室内用運動靴
（動きやすい服装でお越しください）
・２～3人での申し込みの場合は、そのチームでの参加となります。１人
での申し込みの場合は本会がチームを編成します。
・当日午前10時～正午まで。初めての人や練習したい人が参加できる
体験会
（要事前申込）
を行います。詳しくはお問い合わせく
ださい。
・ユニバーサルボッチャのルールで実施します。
申し込みフォームはこちらから▶︎

問い合わせ・申し込み

法人・団体会員の皆さまをご紹介します。
青山一丁目町会
青山外苑町会
青山高樹町町会
(有)青山但馬屋
赤坂表一二町会
赤坂新町五丁目町会
赤坂丹後町町会
赤坂中ノ町・新四町会
赤坂八丁目町会
赤坂東一・二丁目町会
赤坂氷川町町会
赤坂一ツ木町会
赤坂福吉町会
(株)アカネ
麻布市兵衛町町会
麻布十番商店街振興組合
麻布竹谷町会
アビタシオン(株)
(株)安藤・間
飯倉町会
五十嵐冷蔵(株)
伊皿子自治会
(有)石原ビルディング
(株)石松組
磯野不動産(株)
(株)内田屋西山福之助商店
(株)Ａ＆Ｅ
(公財)ＮＨＫ交響楽団
エヌテック(株)
(株)エフ・シー経営管理
(株)エムピーアイ
(株)沖ワークウェル
御成門六和町会

午後1時～４時３０分

ところ

持ち物

赤い羽根地域配分
（令和5年度交付分）
助成団体を募集します
対

ボッチャ交流大会

長延寺
(株)ディヴォート
(社福)東京聖労院 サン・サン赤坂
(一社)東京都港区医師会
東京みなとロータリークラブ
東新トレーラーエキスプレス(株)
(社福)特別区社会福祉事業団
港区立母子生活支援施設
メゾン・ド・あじさい
トライアングルエステート
虎ノ門一丁目琴平町会
虎ノ門五丁目八幡町会
虎ノ門三丁目巴町会
虎ノ門四丁目町会
(株)虎屋
(株)トランスアクト
Dream財団
中三三治会
西新橋一丁目桜町会
西新橋一丁目親和町会
西新橋一丁目第一町会
西町自治会
(株）
日本教文社
日本語学習会さくら会
(NPO法人)日本朗読文化協会
乃木神社
(NPO法人)ハート・コネクションズ
(宗)梅窓院
(医）
白慈会 白金坂の上診療所
白高町会
馬場商工(株)
浜松町一丁目町会
(株)林材木店

経営企画担当 ☎ 6230-0280

6230-0285

７月1日～８月31日受領分
※敬称略・五十音順
東麻布一丁目飯五町会
東新橋一丁目町会
仏所護念会教団
宝生院
(社福）
奉優会 白金の森
(株)北極星コーポレーション
本芝町会
マーガレット
(株)丸勝ライン
(株)水谷
三田新町町会
三田豊岡町会
(宗)御田八幡神社
三田松坂町会
(公社)港区シルバー人材センター
港区手をつなぐ親の会
港区べにづる会
港区立特別養護老人ホーム港南の郷
みなとの会応援団
南青山一丁目町会
南麻布高齢者在宅サービスセンター
南麻布広尾町会
宮本電池(株)
妙定院
(学)メイ・ウシヤマ学園
メルケアみなとセンター
(医)百葉の会
森ビル(株)
(株)ヤマトヤ商会
(株)ヤマプラス
山元町会
(株)リセールバリュー
霊南坂町会
霊友会

7月1日～8月31日受領分 ※敬称略・受領順(単位：円)

高木富貴子
10,000
東麻布一丁目飯五町会
10,000
手芸グループあじさい
100,000
金城恒夫
10,000
塩谷征子
30,000
文沢圭
10,000
(株)Ａ＆Ｅ
10,000
徐淑明
10,000
(株)Ａ＆Ｅ
44,658
徐淑明
10,000
文沢圭
10,000
(株)Ａ＆Ｅ
10,000
匿名
5,000
匿名
5,000
匿名
1,764
匿名
5,000
匿名
2,423
匿名(ソフトバンクつながる募金経由・1件) 10,000

問い合わせ 経営管理係
6230-0285
☎ 6230-0280

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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