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（略称：港社協）Minato Council of Social Welfare 113No.つな
がり・支

えあうまちをつくるために

社協社協

●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。 1

ホームページ http://www.minato-cosw.net/ （発行部数 93,350部）令和2年8月1日発行令和2年8月1日発行

つながることを、あきらめない！
　新型コロナウイルス感染症の予防のため、いままで皆さんと一緒に進めてきた
地域福祉活動にも、新しい取り組み方が求められています。
　でも、この状況が「誰かとつながっていること」「支えあい、助けあうこと」の大切さ
を、改めて私たちに教えてくれました。
　人との接触が制限されている中でもお互いを思いやり、できることはないか、考え
てみませんか？

あなたの近くに、社協は います。あなたの近くに、社協は います。

近所の人に
今度会ったら、挨拶だけ
でなく少し話しかけて

みようかな

ソーシャルディスタンス

心の距離



●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

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ

　使用者（車いすを使用する人）または、借受者（車いす
の借受手続きをする人）が港区在住で、使用者は在宅で
生活し、高齢や身体障害、病気・ケガなどにより、一時的に
車いすを必要とする歩行困難な人

　港区社会福祉協議会では、福祉・ECO・地域をつなぐ活
動を支援します！地域での新たなつながり作りの方法や
アイデア、ご意見などをぜひお寄せください。

※ 要介護認定で「要介護2～5」と認定されている人、または認定され
る見込みのある人は、介護保険の福祉用具貸与（レンタル）をご利
用ください。なお、介護保険を申請し、福祉用具貸与の車いすが届
くまでの間などは、利用することができます。

※短期貸出の期間を超えてしまった場合は、一般貸出へと自動的に変更され維持
管理協力費を負担していただくことになります。

※使用者または借受者が港社協会員、使用者の世帯が住民税非課税世帯、生活
保護受給世帯の人については、維持管理協力費が免除となります。

※使用者が介護保険証や身体障害者手帳の交付を受けていても免除にはなりません。

ボランティア・地域活動支援係
【車いすステーション】

【情報スタンド】
6230-0284　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

☎ 経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285☎
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車いすステーション・情報スタンド名地区 所在地 電話

7月31日現在

※1

※2

芝
地
区

麻
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地
区

赤
坂
地
区

高
輪
地
区

芝
浦
港
南
地
区

●どんな人が借りられるの？

NPO法人プラチナ美容塾

・健康保険証や運転免許証等、使用者および借受者の住所が証明
  できるもの（原本とその写し）
・借受者の印鑑　
・使用者が交付を受けている場合は介護保険証や身体障害者手帳
  （原本とその写し）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、営業時間等が変更して
いる場合がございますので、在庫確認も含め車いすステーション等
に事前にご連絡ください。　　

●貸出手続きに必要な書類は？

●貸出期間・維持管理協力費は？
・短期貸出 ７日以内 無料
・一般貸出 ３か月以内 1,000円
・延長貸出 ３か月以内 500円

車いすを貸し出します

!

i

社協社協

法人・団体会員の皆さまをご紹介します。
令和2年5月1日～6月30日 ※敬称略・五十音順

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、施設等
の利用者に対面でハンドケアができなくなりました。そん
な中で、何かできることはないかと考え、ハンドケアの
DVD化を思いつきました。そして、日頃からつながりのあ
る子育てサロンと、その子どもの可愛い歌声で、DVD
『歌って覚えよう！プラチナハンドケ
ア』を作成し、高齢者施設等へ配布す
るという新たな取組を始めました。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、従来の方法で
の地域福祉活動ができなくなっている状況があります。
　そのような中で、創意工夫して活動を継続している
取組を紹介します。

ご存知ですか？
「車いすステーション」・
「情報スタンド」

ケガしてしまって、
短期間だけ車いすが
必要。どこか身近な
ところで借りられ
ないかしら？

所在地：港区港南4-６-５-1402
問い合わせ：☎ 070-2187-8066
　　　　　　（受付時間 10:00～18:00）
ホームページ：https://platinabeauty.com/
YouTube動画：https://youtu.be/hHl2AHiHYVY

新型コロナウイルス禍での
地域福祉活動を紹介します

麻布けいおん
麻布成形（株）
麻布本村町会
（NPO法人）オクトマン

（資）オンラインデータマガジンジャパン
天現寺
（NPO法人）ハート・コネクションズ
檜町町会

港区帰国者会
minato みなボラ
ミュージック・コミュニケーターの会

車いすステーション　　 情報スタンドi

地域福祉活動のことが
知りたい。どこか身近なところで
情報が得られないかな？

ヒューマンぷらざ
東京ガスライフバルみなと
芝新堀会館
芝商店会
芝高齢者在宅サービスセンター
芝の家
清水薬局
ニュー新橋ビル商店連合会
新橋亭　新館 
Cafè Deux（カフェ・ドゥー）
ご近所ラボ新橋
福祉プラザさくら川    
虎ノ門高齢者在宅サービスセンター
(株)ヤマシタ
麻布十番商店街振興組合
(有)豊洗舎
特別養護老人ホームベル
東麻布商店会

オリーブ
南麻布高齢者在宅サービスセンター
特別養護老人ホーム麻布慶福苑
愛育クリニック
(株)ハリウッドビューティサロン
赤坂一・二丁目　福吉町会
赤坂みすじ通り会
特別養護老人ホーム サン・サン赤坂
北青山高齢者在宅サービスセンター
（有）青山但馬屋
青山外苑前商店街振興組合
やまぶきケア
(有)はなみずき
高輪親睦会内　安田自転車店
ステップリハビリ・高輪
東京高輪病院
高輪いきいきプラザ
豊岡いきいきプラザ
白金商店会
白金いきいきプラザ
みつ蛍
白金台いきいきプラザ
シティハイツ港南
高齢者在宅サービスセンター港南の郷
すこやかの家みたて
みなと工房
カフェ・フルール
愛育病院
新駒鍼灸院
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
台場高齢者在宅サービスセンター
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芝1-8-23 障害保健福祉センター6階
芝1-15-5
芝2-10-8
芝2-30-11 寿堂菓子店
芝3-24-5
芝3-26-10
芝大門2-3-15
新橋2-16-1
新橋2-4-2
新橋3-16-3 生涯学習センター内
新橋6-4-2 きらきらプラザ新橋1階
新橋6-19-2
虎ノ門1-21-10  3階
三田2-10-6 三田レオマビル３階
麻布十番2-3-10
西麻布3-8-10
西麻布4-7-2
東麻布1-18-12（※1）
東麻布1-29-1（※2）
東麻布2-11-3
南麻布1-5-26
南麻布5-1-20
南麻布5-6-8
六本木6-4-1 六本木ヒルズハリウッドビューティプラザ 3階
赤坂2-19-5
赤坂3-15-4 バリ島ビル1階
赤坂6-6-14
北青山1-6-1
北青山2-7-11
南青山2-18-2 福田ビル3階
南青山2-27-8 Ｉ・Ｂハイツ204
高輪2-15-31-204 高輪グランドパームス
高輪3-3-6
高輪3-6-23 エステート高輪101
高輪3-10-11
高輪3-18-15
三田5-7-7
白金1-6-14
白金3-10-12
白金6-1-8
白金台4-8-5
港南3-3-17
港南3-3-23
港南4-5-3
芝浦1-14-8 ベルハイム田町201
芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦内
芝浦1-16-10
芝浦4-13-3
芝浦4-20-1
台場1-5-5

5439-2511
5439-6491
3451-6283

-
5232-0848

-
3431-0877

-
3580-2211

-
-

3433-0180
3539-3710

-
3451-5812
3473-0626
3499-2823
3583-1906

-
-

5232-9672
3446-5501

-
-

3583-6531
3583-2457
5561-7833
5410-3410

-
-

6432-9321
5792-5874
3447-0769
5449-2930

-
3449-1643
3453-1591
3441-6434
3441-3680
6277-0821
3440-4627

-
3450-5571
5783-5120
3455-8140

-
-
-

5443-7338
5531-0520



令和元年度決算の報告

積立資産取崩収入
536,740円
（0.2％）

収入の部 支出の部

●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、経営管理係までご連絡ください。 ☎6230-0280

経営管理係問い合わせ

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、以下のイベント等については、残念な
がら令和２年度は中止とさせていただきます。

心温まるご寄付ありがとうございました！

【収支決算】 【貸借対照表】

6230-0280　℻ 6230-0285☎
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令和元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。

（単位：円） （単位：円）平成31年4月1日～令和2年3月31日  令和2年3月31日現在  

収入 支出 当期資金
収支差額

前期末支払
資金残高

当期末支払
資金残高

322,341,695 317,363,146 4,978,549 60,438,872 65,417,421

※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」
　はホームページにて
　公開しています。

令和2年8月1日発行 No.113

問い合わせ 地域福祉係 6230-0281 ℻ 6230-0285☎

問い合わせ

「みんなのカフェ」
紹介します！

新型コロナウイルス感染症の影響による
イベント等の中止について

　みんなのカフェは、マンション内に防災委員会
を設置し活動する中で、『防災のためには日頃か
ら顔の見える関係をつくることが大切』という思
いから生まれました。
　サロンの日には、廊下や集会室の中にかわい
い看板を置き、皆さんを迎えています。会場には
参加者手作りの折り紙作品が飾られていて、温
かい雰囲気の中、活動をしています。
　サロンには学校帰りの子どもが挨拶をしたり、「ずっと
気になっていたんです」という赤ちゃん連れのお母さんが
訪れたりもしています。
　「このサロンでは、おしゃべり以外にも、折り紙や朗読な
ど、参加者が得意なことを活かして、みんなで楽しんでい
ます」と代表の久保井さん。

　参加者からサロンの魅力を伺うと、「サロンに参加すると、自然に知り合いやつながりが増
えて嬉しい」「マンションの人が分け隔てなくみんなで楽しく交流できる」「色々な人とつなが
りができたことで世界が広がったみたい！」という声が返ってきました。
　久保井さんは「誰でも気軽に参加してほしいです。高齢の人や少しの配慮を必要とする人
が参加してくれると、周りの人と自然と顔見知りになるので、お互いに安心感が生まれると思
います」とのことです。

活動地区：高輪

マンションの中に、誰でも立ち寄れる居場所を

つながる楽しさや安心感

ホームページにも
活動紹介を掲載して

います！

令和2年５月1日～６月30日受領分 ※敬称略・受領順（単位：円）

麻布上笄町会　婦人部 20,000
髙野定雄 613
文沢圭 10,000
徐淑明 10,000
(株)Ａ＆Ｅ 10,000
東京芝ライオンズクラブ 50,000
髙野定雄 606
徐淑明 10,000

文沢圭 10,000
(株)Ａ＆Ｅ 10,000
匿名 5,000
匿名 100,000
匿名 2,000
匿名 500,000
匿名 5,000
匿名 13,415

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

港社協でも、広報紙の封入作業などを
依頼し、とてもお世話になっています！※６月から徐々にサロン活動が再開されています。活動の再開状況についてはお問い合わせ

　ください。新しい生活様式を踏まえた活動方法で実施しています。

A.
Q.

A.
Q.

A.
Q.

港社協会員になったきっかけは何ですか？
さまざまな組織とつながり、オープンにすることで、情報交換や
学習等の機会が増え、地域福祉や当法人の活性化に繋がると
思ったからです。
地域とはどのようなつながりがありますか？
カフェ フルールやカフェ フェリーチェを運営し、軽食を提供して
誰でも安らげる場を提供することで、地域や施設利用者の方々に
喜ばれています。
また、港区内の公園等の清掃活動のほか、昭和60年から継続し
ている線香の箱詰め作業等を通じ、香文化への普及発展活動に
も参加しています。
今後社協に期待していることは何かありますか？
以前、文京区社協での社会福祉法人としての取り組み実践例を
見学したことは、大変よい機会となりました。他区市社協の取り組
み等を見学することで、港区で実践可能な取り組みを考える貴重
な機会になると思うので、今後も他区市社協のさ
まざまな情報を集めて提供してほしいです。

(社福)家庭授産奨励会 西麻布作業所（西麻布３丁目）
今回は、理事長の衣川光正さんにお話を伺いました。

み～しゃが聞く！
法人会員訪問

（2月26日取材）

●心身障害者（児）ボウリング大会
●福祉バザー（みなと区民まつり）および福祉バザーのための寄付物品募集
●港区地域福祉フォーラム

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285☎

純資産の部

負債の部資産の部
流動資産
　現金預金
　その他
固定資産
　基本財産
　その他の固定資産

　 資産の部合計

99,478,435
97,956,078
1,522,357

577,842,072
1,300,000

576,542,072

677,320,507

34,061,014
97,853,746
131,914,760

1,300,000
476,151,377
 67,954,370
545,405,747
677,320,507

流動負債
固定負債
　　　負債の部合計

基本金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
　　純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

 322,341,695円
収入の部

317,363,146円
支出の部

人件費支出
226,920,463円
（71.5％）

事業費支出
46,032,059円
（14.5％）

受託金収入
73,796,265円
（22.9％）

経常経費補助金収入
173,163,163円
（53.7％）

寄附金収入
24,225,469円
（7.5％）

会費収入
3,869,500円
（1.2％）

事業収入
4,142,395円
（1.3％）

介護保険事業収入
23,591,000円
（7.3％）

障害福祉サービス等事業収入
17,354,339円
（5.4％）

その他
・貸付事業収入
・受取利息配当金収入
・その他の収入
1,662,824円
（0.5％）

 その他
・分担金支出
・その他の支出
 201,400円
（0.1％）

事務費支出
27,792,252円
（8.7％）

固定資産取得支出 1,575,872円
　　　　　　　　 （0.5％）

助成金支出 
1,236,000円
（0.4％） 積立資産支出 13,605,100円

　　　　　　 （4.3％）



令和2年8月1日発行 No.113社協社協

4 ●次号は令和2年10月1日発行です。

ボランティア・
地域活動支援係

☎6230-0284  FAX 6230-0285

対  象 : 区内在住・在勤・在学で、災害ボランティアに
 興味がある人　
と  き : 8月25日（火）午後6時30分～8時30分 
ところ : ①麻布区民協働スペース 
 ②オンラインツール（Zoom）が使用可能な
 　自宅等
講  師: 宮﨑賢哉（社会福祉士、防災教育・災害支援
 コーディネーター） 
定  員: 60人（申し込み順）　内訳①10人、②50人
申し込み : 電話またはFAXで、住所・氏名・電話番号、
 ①会場での受講か②オンラインツール（Zoom）
 による受講（受講生の電子メールアドレス必須）
 を明記
問い合わせ： ボランティア・地域活動支援係

と  き : ① 9月1日（火）午後２時～４時
 ② 9月8日（火）午後２時～４時
 ※いずれか１回のみの参加も可能です。
ところ : 生涯学習センター（ばるーん）
内  容 : ① 成年後見制度の概要と申立てについて
 ② 後見人等の仕事内容について
講  師 : 中村圭吾（司法書士）
定  員 : 20人（申し込み順）
申し込み : 電話・FAX（住所・氏名・連絡先を明記）
問い合わせ： 成年後見推進係

　災害ボランティアの基礎知識や、災害時の感染症
対策等について学びます。
　今回の講座は、①会場での受講と②オンライン
ツール（Zoom）による受講のいずれかを選択でき
ます。

対  象 : 区内在住・在勤・在学者で、原則、講座すべて
 に参加できる人　
と  き : ①10月1日(木) 午前10時～正午
　　　  ②10月8日(木) 午前10時～正午
　　　  ③10月15日(木) 午前10時～正午
ところ : 麻布区民協働スペース
定  員: 10人（申し込み順）
申し込み : 9月25日(金)までに、電話・FAX(住所・氏名・
 連絡先を明記)
問い合わせ：ボランティア・地域活動支援係

　傾聴ボランティアの基礎知識や実際の活動などに
ついて学ぶ講座です。

災害ボランティア基礎講座
～災害ボランティアの基礎を知る～

ボランティア・スキルアップ講座
傾聴ボランティア養成講座

弁護士による福祉専門相談
　高齢者や障害者など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
するトラブルなどについての法律的な相談に弁護士
が応じます。
と  き : 8月6日(木)・19日(水)・9月10日(木)・23日(水)
 午後1時30分～4時30分
※予約受付順 1人50分程度（相談は無料です）。
　１案件につき、１回のみのご利用となります。
※記載の日程以降についてはお問い合わせください。
ところ : 麻布地区総合支所２階
問い合わせ：  成年後見推進係

　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）と子育ての支援をしたい人（協力会員）が会員になり、地域の中
で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。
　協力会員になるには、「港区子育て支援員研修（地域保育コー
ス）」の受講が必要となります。ぜひ受講され、育児サポート子むす
びの協力会員として活動しませんか。
受講要件： ●港区内在住、在勤、在学 　●18歳以上（高校生不可）
 ●修了(認定)後、支援活動ができる人
と　 き：  9月4日（金）～12月4日（金）

と こ ろ：子育てひろば「あい・ぽーと」（南青山2-25-1）
 ※状況に応じて対面またはオンラインで実施
講座科目：「子どもの発達」「乳幼児の健康・安全管理」「乳幼児の生活と遊び」など
定　  員：40人（申し込み順）
受 講 料：無料(消防実習費のみ実費負担)
申し込み：申し込み用紙に必要事項を記入し8月17日（月）（必着）までに「あい・ぽーと」
 の窓口へ持参又は郵送（〒107-0062 南青山2-25-1 ☎5786-3250）
 ＊申し込み用紙は「あい・ぽーと」のホームページ（https://www.ai-port.jp）
 　からダウンロードできます。港区社会福祉協議会の窓口にもあります。

令和2年度港区子育て支援員研修受講者募集

問い合わせ

親族向け 後見人講座
　成年後見制度の利用を考えている人や興味のある
人を対象とする講座です。成年後見制度の基礎知識
や、後見人等になった後の仕事内容を解説します。

育児サポート子むすび協力会員になりませんか？

成年後見制度の概略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。

基礎講習受講対象者

成年後見推進係 6230-0283　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

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

次の（１）～（6）の全てを満たす人
（１）区内または隣接地域在住の20歳以上、70歳未満の人
（２）健康上の問題がなく、時間的制約を受けることが少なく活動できる人
（３）成年後見制度及び高齢者や障害者に対する権利擁護に理解と熱意があり、成年後見
     等業務を行う意思がある人
（４）説明会と講習等に参加できる人（基礎講習は令和3年１月～２月の５日間）
（５）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
（６）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
※講習等修了によって、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。社会貢献型後見人とは

と　き ： 第1回 9月11日（金）午後6時～7時30分 
  第2回 9月14日（月）午後1時30分～3時 
ところ ： 第1回 生涯学習センター（ばるーん） 
  第2回 麻布区民センター
定　員 ： 20人（申し込み順）
申し込み： 9月10日（木）までに電話・FAX（住所・氏名・連絡先を明記）で申し込み
    ※第1回と第2回の内容は同じです。 ※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参加が必須です。

　認知症や知的障害、精神障害等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活動を行う人のことです。

成年後見推進係
☎6230-0283  
FAX 6230-0285

※この研修の受講者は港区内の「一時預かり事業」「港区派遣型一時保育事業」等の
　支援者としても活動できるようになります。

昨年の講座の様子

育児サポート子むすびサブ・リーダー募集

ボランティア・地域活動支援係 6230-0284　℻ 6230-0285☎

活動内容 : 育児サポート子むすびの利用会員・協力会員からの育児や活動の相談
 に応じ、訪問やコーディネート、事前打ち合わせの立ち会いなどの
 活動を行います。また、事務局でパソコンでの事務作業も行います。
募集人数 : 若干名
対　　象 : 区内在住で下記のいずれかに該当する人
 （1）令和２年８月時点で当事業の協力会員に登録している人
 （2）以前当事業の協力会員または利用会員に登録していた人
 （3）他地域でのファミリーサポート事業を利用または協力したことがある人

任     期 :10月1日～令和3年3月31日（再任は妨げません。年度末に更新に関する
 意思確認を実施します）
活動場所: 港社協事務局、会員宅ほか打ち合わせ場所など
活動日時: 週２回（1日4時間）
 ただし、状況に応じて活動時間帯等の変更があります。
 ほか、月2回（第1・第3）水曜日午前2時間サブ・リーダー会議があります。
謝 礼 等： 1時間あたり1,000円+交通費実費支給ほか　
応募方法: 8月21日（金）必着
 履歴書と作文（課題）を提出し、その後、面接を経て活動予定。
※応募等に関する詳細については、個別にご連絡をお願いします。

　育児サポート子むすびでは、子むすびの活動を支えるサブ・リーダー
を募集します。




