
●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・区民センター等の区の施設、港社協情報スタンドにも置いてあります。
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社会福祉法人

港区社会福祉協議会
（略称：港社協）

〒106-0032 港区六本木5-16-45
FAX 6230-0285（各係共通）
E-mail info@minato-cosw.net

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

経営管理係　☎ 6230-0280　 6230-0285
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ぬくもりつなぐ募金活動
私たちも「歳末たすけあい運動」に協力しています。



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

歳末たすけあい運動
使いみちの計画使いみちの計画
令和4年度にいただいた募金は、右記の10事業のために活用する計画です。
ご協力よろしくお願いいたします。

☎ 6230-0281　 6230-0285 chiiki@minato-cosw.net経営管理係　☎ 6230-0280　 6230-0285問い合わせ

使いみち 配分計画額(円)
在宅重度障害者（児）への見舞品贈呈………………………………… 2,100,000
みんなと地域の福祉活動（小地域福祉活動）の推進………………… 2,200,000
おむすびサービス（有償在宅福祉サービス）… ……………………… 1,920,000
地域福祉活動をするボランティア団体・NPOへの助成… ………… 1,800,000
ボランティア情報の発行… …………………………………………… 1,300,000
車いすの貸出……………………………………………………………… 450,000
要支援世帯への小学校入学・中学校卒業祝品贈呈… ………………… 300,000
地区ボランティアコーナーの活用、整備等……………………………… 350,000
コミュニティソーシャルワークの推進…………………………………… 350,000
ふれあい通信“かんがり”……………………………………………………30,000
募金事務経費（募金額の10%）… ………………………………………………………1,200,000

合　計……………………………………………………………… 12,000,000

　「地域で集めて」「地域で決めて」「地域のために配分する」地域循環型の募金運動を
目指して、町会・自治会関係者等、区民の参加による「港地区配分推せん委員会」を設置
しています。この委員会で、赤い羽根共同募金や歳末たすけあい運動の使いみちについ
て話し合われています。

使いみちには、区民の声が活
い
かされています。

おむすびサービスおむすびサービス
協力会員大募集！協力会員大募集！

おむすびサービスでは、協力会員を募集しています。
今回は利用会員 今枝さんのお宅で活動中の、協力会員 武田さんにお話を伺いました。

サービスの提供に協力できる18歳以上の人（高校生不可）

【問い合わせ】
ボランティア・地域活動支援係…☎ 6230-0284　 6230-0285

★短い時間や単発での活動等もありますので、お気軽にご連絡ください。
2,000円（協力会員のみ…更新時1,000円）

月～金曜（土・日曜、祝日、年末年始を除く）午前9時～午後5時
※1回の活動時間は原則2時間以内です。

協力会員対象

協力会員年会費

活動時間

活動内容・謝礼金

活動内容 謝礼金

●…普段の掃除・整理整頓、洗濯
●…通院や散歩の付き添い…等

1時間…800円

●…トイレや風呂等の水回りの掃除
●…普段できない掃除や衣替え

1時間…1,200円

利用会員 今枝さんより一言

★おむすびサービスを始めたきっかけは？
まだ仕事をしていた当時、同じマンションの知人

がおむすびサービスを利用していました。それまで
社協の存在を知らなかったのですが、協力会員さん
ととても楽しそうにお話しされている様子を拝見し、
自分も退職したら始めてみたいと思ったことがきっ
かけでした。
★活動してみてよかったことは？

今枝さんとは、共通の趣味であるガーデニングの話でいつも盛り上がり
ます。ご自宅のお庭のお花がとてもきれいで、毎回活動に伺うことが楽し
みです。
★これから始める人に一言

利用会員さんは、皆さんお優しい人ばかり。社協も協力してくれますので、
まずはリラックスして一歩踏み出してほしいです。待っている人がたくさん
いらっしゃいます！

膝の具合が悪化したのをきっかけに、武田さんに２週間
に１度のペースでお掃除の活動に来ていただき本当に助かっ
ています。生活のリズムもでき安心してお任せしています。

活動中の武田さん

「身近な地域で、身近な気になることを、身近なみんなと、身近な活動を通じて
つないでいく」ことを基本として、地域におけるサロン活動・声かけ見まもり活動・
みんなの会議(小地域福祉活動協議会)の推進を図るため、地域に出向いて活動
の支援を行います。今後も地域のつながりや絆づくりのお手伝いをしていきます。

高齢や障害、病気・ケガ等により一時的に歩行困難な人や、社会福祉に関する研修会等へ車いすを
貸し出しています。

住民相互の助けあいの輪を広げ、地域の人々が交流を持ちながら安心して生活が続けられるよう、高齢や障害、病気やケガ等により日常生活を
営む上で支援を必要とする人と支援できる人をむすび、家事や外出時の付き添い等を行います。

「子どもが足を骨折してしまった際に借りることができた」「帰省する際に、母親が乗る車いすを借りること
ができた」「ぎっくり腰で動けなくなり、通院の際に利用させていただき助かった」といった感謝の言葉をい
ただいています。

サロン活動を始めたことで、新たに近所に知り合いができたり、楽しいおしゃべりと
たくさんの笑顔が生まれたりしています。
歳末たすけあい運動の募金を財源として、いただいている助成金を活用することで、
身近な地域に集まる場ができ、地域の輪が広がっています。

使いみち例使いみち例
みんなと地域の福祉活動（小地域福祉活動）の推進 

車いすの貸出

おむすびサービス(有償在宅福祉サービス)

利用会員 今枝さん

協力会員 武田さん
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こいちサロン



令和4年12月1日発行　No.127

●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人はご連絡ください。
　経営管理係☎ 6230-0280

問い合わせ 経営管理係　☎ 6230-0280　 6230-0285 問い合わせ 地域福祉係　☎ 6230-0281　 6230-0285

Uniスポ （活動地区：高輪）
港社協では、一年を通じて寄付をお受けしています。
これまで、バザーの収益、お香典の寄付、遺贈・相続寄付、企業の社会貢
献としての寄付等、あたたかいお気持ちをいただき活動してまいりました。
今後、さらに地域福祉活動を充実させていくために、皆さんの力をお借りす
ることができれば大きな助けとなります。お寄せいただいた寄付は、地域の
ボランティア活動の支援やコミュニティソーシャルワーク等の地域福祉活
動推進に活用してまいります。
寄付の方法は、現金やお振り込みだけでなく、ソフトバンクの募金プラッ

トフォーム「つながる募金」（ソフトバンクユーザーでなくてもご利用いただ
けます）を利用したクレジットカードやＴポイントでの寄付等、皆さんのスタ
イルに合った方法をお選びいただけます。
港社協の活動にご理解と、ますますのご協力をお願いいたします。
なお、港社協への寄付は税法上の優遇措置が受けられます。詳しくはお
問い合わせください。

◆サロンについて
今年4月に登録サロンになった新しいサロンです。ボッチャやカーレット等、
年齢・性別問わず誰でも参加できるユニバーサルスポーツを楽しみながら、
地域のつながりづくりをしています。

◆サロンの魅力
Uniスポが活動場所にしている白金の丘学園には、ボッチャのコートが

なんと3面もあります。地域の子どもたちから高齢者まで、満面の笑顔で元
気いっぱいにボッチャやカーレットを楽しんでいました。サロンの代表から
「サロンに来てもボッチャをしなければいけないというわけではなく、お話
だけして帰る人もいます。子どもたちの居場所になっていると同時に多世代
交流の場となり、顔見知りが増えるのが魅力です」とお話しいただいたように、
皆さんボッチャをしたり座っておしゃべりをしたり、思い思いに過ごしています。
「白金の丘学園は避難場所でもあるので、普
段から入りやすい場になるよう、地域の高齢者
にももっと参加してもらいたいと思っています」
とお話しいただきました。

二次元コードはこちら

Q1　港社協会員になったきっかけを教えてください。
NHK交響楽団（以下、Ｎ響）の重要な活動の一つに、社会貢献活動があります。多
岐にわたる社会貢献活動の中でも、地域や福祉への貢献は特に力を入れている取り
組みの一つです。
港区社会福祉協議会は、地域福祉の推進を目的に設立された団体ですので、Ｎ響

の目指すところと同じと感じています。

Q2　地域とはどのようなつながりがありますか?
　“Ｎ響が学校にやってきた”をキャッチフレーズに活動している「ＮＨＫこども音楽
クラブ」は、実は平成19年に地元港区の小学校から始まったもので、今では全国130
校を超える小中学校にまで活動が広がりました。
　令和3年からは、地元の保育園児をＮ響の練習所に招き、楽
器の音色に親しんでもらう「Ｎ響といっしょ！音を楽しむ！！」を
展開している他、Kissポート財団が開催する「港区学校音楽等
芸術教室」等に毎年参加し室内楽を演奏する等、より多くの地
域の人 と々のふれあいを大切にしています。
　今後とも、地域の皆さんに“地元のオーケストラ”と思ってい
ただけるよう、取り組んでまいります。

今回は、法人会員としてご協力いただいている
「（公財）NHK交響楽団」の野村歩さんにお話を伺いました！

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

（公財）NHK交響楽団

経営管理係　☎ 6230-0280　 6230-0285問い合わせ

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はありますか?
　昨年は引き続くコロナ禍の影響により、13回の公演が中止に追い込まれるとともに、
緊急事態宣言の度重なる延長に伴い、入場者数制限等、厳しい演奏活動を強いられ
ました。また、海外の指揮者の招

しょうへい

聘にあたっては、入国後２週間の待機・隔離を行うと
ともに、出演する楽員は、３日置きにＰＣＲ検査を実施する等、さまざまな制約を受け
ました。
　このような状況下でも、年間100回の演奏会を開催できました。少しでも皆さんに
喜んでいただけたのなら大変うれしく思います。
　また、クラシック音楽業界団体と協力して、演奏者間やステージと客席間の飛沫の
拡散状況を専門家の立ち会いのもとで、綿密に実験・分析を行う等、お客様に安心し
て来場してもらうよう努めてきました。
Q4　 社会貢献活動等についての想い等があれば教えてください。
　社会貢献活動はＮ響の重要な取り組みです。病院や福祉施設、被災地等で演奏を
行い、安らぎや元気をお届けする活動をはじめ、将来を担う若手演奏家の育成や大
学生がＮ響コンサートを撮影する授業への協力、国内外からの要請による楽員の派
遣等、実に多岐にわたります。地域の皆さんはもちろん、今後も音楽を通じたつなが
りが一層広がるよう力を注いでまいります。

毎月第2日曜日……午前10時～正午
白金の丘学園（白金4丁目）

開催日時

場　所

さまざまな「寄付」のご案内

12月8日（木）・21日（水）・令和5年1月12日（木）・25日（水）
午後1時30分～4時30分※予約受付順…1人50分程度（相談は無料）
麻布地区総合支所2階

【と　き】

【ところ】

高齢者や障害者等の成年後見に関する相談
や、財産管理、相続、権利侵害、福祉サービスの
利用に関するトラブル等の法律的な相談に弁護
士が応じています。

●障害児に成年後見人を付けるタイミングはいつ？
●夫が認知症になって、借金を抱えている。これ以上、負債を増やさない
　ためには、どうしたら良いの？
●遺言状の書き方がわからない。

※1案件につき、1回のみのご利用となります。
電話、オンラインツール(Zoom)でも相談可能です。ひとりで悩まずに、まずお気軽にお問
い合わせください。

弁護士による福祉専門相談

こんな相談に応じています

9月1日～10月31日受領分 ※敬称略・受領順(単位：円)

9月1日～10月31日受領分 ※敬称略・五十音順

齋藤一
齋藤雅子
文沢圭
(株)Ａ＆Ｅ
徐淑明
住友金属鉱山(株)　

飯田佳宏事務所　
ANC（赤坂日本語クラブ）
（宗）…光明寺
白金台十和会

30,000…
30,000…
10,000…
10,000…
10,000…
3,600…

経営管理係　☎ 6230-0280　 6230-0285

経営管理係　☎ 6230-0280　 6230-0285

問い合わせ

問い合わせ

法人・団体会員の皆さまをご紹介します。

成年後見推進係　☎ 6230-0283　 6230-0285問い合わせ

徐淑明
(株)Ａ＆Ｅ
文沢圭
匿名
匿名
匿名

（有）日完工芸
三田一丁目町会
六本木市西町会

10,000…
10,000…
10,000…
1,560…
80,000…
2,034…

心温まるご寄付をありがとうございました！
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●次号は令和 5年 2月1日発行です。
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https://minato-cosw.net/　ホームページはこちらから

▲港社協ホームぺージでは最新の情報を提供しています。

【要 件 等】
【採 用 日】
【期 　 間】
【募集人数】
【勤務内容】
【勤務時間】

経営管理係　☎ 6230-0280　 6230-0285

職員募集について【常勤】
令和5年4月1日現在35歳未満
令和5年4月1日
定年制あり
若干名
事務･相談援助業務等
午前8時30分～午後5時15分｡…月～金曜日

問い合わせ

【申し込み】

【選考方法】

自筆の履歴書（3カ月以内に撮影した写真を貼付し、欄外に「常勤職員応募」と
朱書き）と職務経歴書（職務経歴の無い場合は自己アピール文A4用紙1枚程
度）を、12月12日（月・消印有効）までに、〒106-0032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職員採用担当へ持
参または郵送。
課題式論文および面接

詳細は､港社協ホームページ…
(https://minato-cosw.net/about/recruit/)を
ご覧ください｡

障害者や高齢者に対する接し方や相手の
立場を理解し、ボランティア活動への参加促
進やノーマライゼーションの普及啓発を図る
ため、講師を派遣し、ふれあい講習会を実施し
ています。講師は養成講座を経て、区民が担っ
ています。
（開催希望の2カ月前までにご相談ください）

講師の「ふれあう心」のお話は、生徒の心に深く
刻まれたようで、講習会後、街中で見かけた白杖
の人に声をかけてお手伝いしたという生徒もいま
した。生徒からは、「自分から声をかけて積極的に
手伝いたい」「目の見えない人への配慮を心がける」
「自転車の無理な運転で相手に怖い思いをさせな
いようにしたい」等、心の成長が感じられる感想が
多くありました。
生徒たちにとって、貴重で有意義な経験であっ

たと思います。

困っている人に手を差し伸べることが当たり前
な社会になってほしいという思いから、ふれあい講
習会講師の活動を続けています。
思いやりの心と助けあいの行動力が地域社会の
温かさを育むと信じています。
この活動を通して温かな気持ちや様々な想いに
触れることで、自己の新たな学びとなっています。
これらの経験の積み重ねが、自分の日常を心豊か
なものにしてくれています。

港区内の学校、企業、団体等
●車いす体験
●視覚障害者・ガイドヘルプ体験
●高齢者疑似体験
●手話体験
●障害のある人の話
●ボランティアについての話

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

【 対 　 象 】
【プログラム】

港区立高松中学校 <車いす・ガイドヘルプ体験>

▲昨年度の講演会の様子

▲過去の相談会の様子

佐藤邦隆(ふれあい講習会講師)
< 車いす・ガイドヘルプ体験 >

内容はご要望に合わせてプログラムをアレンジ
することができます。お気軽にご相談ください。

※…プログラムによっては講師料や備品等が必要
になります。
※…車いす、白

はくじょう

杖、アイマスク等の備品や、障害者
についての理解を深める教育DVDの貸し出
しも行っています。

参加者の声 講師の声

ふふれれああいい講講習習会会
問い合わせ 成年後見推進係　☎ 6230-0283　 6230-0285　 seinenkouken@minato-cosw.net…

講演会では「任意後見制度」について、制度の概要や注意点
等を、司法書士がわかりやすくお話しします。

区内在住・在勤・福祉関係者対　象

12月14日（水）
①…講演会　午後1時30分～2時50分
②…相談会　…1クール：午後3時～3時30分（30分/人）
…　　　　　…2クール：午後3時40分～4時10分（30分/人）

と　き

麻布区民協働スペースまたはオンラインツール（Zoom）ところ

①…講演会：将来に備える任意後見制度　講師：山本真也(司法書士)
②…相談会：個別ブースにて相談者の皆さんの困りごとについて、
　…司法書士と税理士が二人で相談に応じます。

内　容

①…講演会　会場20人、オンライン10人（申込順）
②…相談会　会場4人、オンライン2人（申込順）

定　員

無料費　用

電話、FAX、メール、申し込みフォーム(https://forms.
gle/VQpqyjpRGDKNj1kJ7）からお申し込みください。
※11月11日（金）から申し込みを開始しています。

申　込

サポートみなと サポートみなと 講演会＆相談会講演会＆相談会

任意後見制度とは、将来、認知症等で判断能
力が低下したときに備えて、支援してくれる人
と財産管理等の支援内容を決め、契約を事前
に結んでおく制度です。手続きの方法や費用
について、判断能力の低下は誰がどうやって
確認するのか、依頼できる内容等、任意後見
制度について理解を深めていただく講演会で
す。


