
地域福祉係 6230-0281　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

社会福祉法人
港区社会福祉協議会

〒106-0032 港区六本木5-16-45

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
成年後見推進係 ☎6230-0283

各係共通 　　　 FAX 6230-0285
E-mail  info@minato-cosw.net

（略称：港社協）Minato Council of Social Welfare 114No.つな
がり・支

えあうまちをつくるためにつな つくる
ために

〒106-0032 

経営管理係 ☎
地域福祉係 ☎
ボラ
　地域活動支援係 ☎
生活支援係 ☎
成年後見推進係 ☎

各係共通
E-mail  info@minato-cosw.net

Minato Council of Social Welfare 114No.
うまちをに ちをに

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10月1日発行令和2年10月1日発行

社協社協社協社協
（発行部数 93,350部）

　地域活動支援係 ☎
生活支援係 ☎
成年後見推進係 ☎

各係共通
E-mail  info@minato-cosw.net

社協社協社協社協
（発行部数 93,350部）www.minato-cosw.net

地域福祉係 6230-0281　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

今から考えて
おくべきこと
あるかしら？

この家の人、
どうしているか心配…

こんな相談があったら
コミュニティソーシャルワーカー

（CSW）へ

こんな相談があったら
コミュニティソーシャルワーカー

（CSW）へ

域のために何か
したい！！ 私に

できることを
見つけたい！

これから先
どうしよう

ちょっと
誰か手伝って
くれたら…

相談先が
いろいろあって
わからない

ノがあふれた家が
　　　　  　気になる

族がひきこもりがち

をきいてほしい

育てが不安

分の老後が心配

祉のサポートどこに
相談？

所の人の様子が心配

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）とは

地

モ

家

話
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自
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丈
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し
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介護、育児、障害、ひきこもりなど、複数の課題を抱えてどこに相談
したらいいかわからずに困っている場合や、地域に心配な人がいる
場合などに、港区社会福祉協議会職員がコミュニティソーシャルワー
カーとして、一緒に解決方法を考えます。
地域住民や関係機関等と連携して、解決に向けた支援や新しい仕組
みづくりを行います。

なんとか
したいけど…



ボランティア・地域活動支援係
6230-0284　

問い
合わせ ☎

　自宅にある使用済み切手や書き損じは
がきを集めて、港社協に送ってください！
　収集後、ボランティアによる整理を行
い、業者に売却、換金し、ボランティア活
動推進事業に活用しています。 皆様のご
協力をお願いします。

　書き損じ等で未使用の年賀はがきや
暑中見舞い・郵便はがきの収集もして
います。

地域福祉係 6230-0281　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

　使用済み切手を集めていただく際
には、封筒からはがさずに、切手の周
囲を５mm程度に切り取ってくださ
い。５mmが大変な時は、大きく切り
取るだけでも大丈夫です（切手周囲
のギザギザ部分を切り取らないよう
にご注意ください）。

使用済み切手の取り扱い方法

　新型コロナウイルス感染症の影響で、なかなか外出で
きない親子が多いと思います。その中で、集まらなくてもつ
ながるにはどうしたらいいかを考え、オンラインでつながる
時間を設けました！
　普段サロン会場に来られない人も、自宅にいながら気
軽に顔を合わせることができ、とても楽しい時間を過ごし
ています♪ （芝浦港南地区）

　普段は月に１回、町会会館でサロン活動をしています
が、密になってしまうため、現在サロン活動は休止してい
ます。
　そんな中でもつながりを途切れさせないために、暑中
見舞いのはがきや、スタッフからのメッセージを載せた新
聞を作成し、皆さんに送っています。
　早く皆さんで顔を合わせてお話できる日が来るのを、
楽しみに待っています　 （高輪地区）

●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 ☎6230-02842

社協社協

今、地域でできること
～コロナ禍でも工夫して行っている地域活動をご紹介します～

港社協登録サロン団体

集めて、送って
ボランティア！

きらきらママの会
オンラインでのサロン

コロナ禍でもできる活動があります

とよおか・カフェ
暑中お見舞いや新聞でメッセージ

　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、地域の拠点と
して“車いすステーション”を開設しており、港区内33ヶ所の商店街や
区内の福祉施設等にご協力いただいています（９月1日現在）。

　港社協の情報を身近な場所で得ることができるよう、普及啓発の
拠点として“情報スタンド”を設置しています。港区内29ヶ所の商店
街や区内の事業所等にご協力いただき、カタログスタンドや卓上
ラックを設置し、広報紙「みなと社協」や各種事業のパンフレット、チ
ラシ等を配架しています（９月1日現在）。

　港社協の新しい取り組みとして、「地域貢献型自動販売
機設置事業」を実施予定です。
　企業で、施設で、商店街で…新しい地域貢献を始めてみ
ませんか。

　車いすステーションの運営、情報スタンドや地域貢献型自動販売機の設置協力について
ご検討いただける場合は、お問い合わせください。
　なお、設置予定場所の状況等により、ご希望に添えない場合もあります。

経営管理係 6230-0280　問い合わせ ☎ ℻ 6230-0285
℻ 6230-0285

地域貢献のさまざまな取り組みをご紹介します！
車いすステーション

情報スタンド

地域貢献型自動販売機設置事業を実施予定！

予告
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●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 3
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令和2年7月1日～8月31日法人・団体会員の皆さまをご紹介します。 ※敬称略・五十音順

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／青山二丁目町会／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／赤坂東一・二丁目町会／
赤坂一ツ木町会／（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／麻布町会・自治会連合会／(株)アセットマネジメント／愛宕母の会／アビタシオン（株）／（株）安藤・間／
飯倉町会／飯田佳宏事務所／五十嵐冷蔵（株）／伊皿子自治会／石上法律事務所／(有)石原ビルディング／（株）石松組／磯野不動産（株）／（株）Ａ＆Ｅ／ANC（赤坂日本語クラブ）／エヌテック（株）／
（株）エムピーアイ／（株）オカモトヤ／沖電気工業（株）／（株）沖ワークウェル／御成門六和町会／（社福）恩賜財団慶福育児会／海岸二・三丁目町会／鹿島建設（株）　東京建築支店／（社福）
家庭授産奨励会　西麻布作業所／（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／北四国町会／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）／（有）金鶴冠婚プロデュース／（株）小糸製作所／香雪会／港南町会／(社福)港福会　みなと工房／（ＮＰＯ法人）工房ラピール／（株）向陽／互親会町会／（株）再春館製薬所／（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／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／芝公園四丁目町会／芝信用金庫本店営業部／芝大門一丁目北親会／芝大門中二町会／芝仏教会／(公社)芝法人会／芝和城会／（公財）社会貢献支援財団／（宗）十番稲荷神社／秀和狸穴
レジデンス管理組合法人／手話紙芝居ボランティアグループわノ会／手話サークル「て」／浄土寺／常林寺／白金猿町町会／白金タワー管理組合法人／（株）新橋亭／真浄寺／新東洋企業（株）／
新橋一丁目西部町会／新橋一丁目東部町会／新橋五丁目町会／新橋仲通り会／新橋六丁目東町会／新広尾古川町会／（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／十合企業（株）／(株)ソリッド・ソリューションズ／ソリッドシード(株)／第一・三光町会／大聖院／（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／高輪共和会／（株）タケイ産業／高輪二本榎町会／田村新交町会／長延寺／（株）ディヴォート／（社福）東京聖労院 サン・
サン赤坂／（株）TOKYO TOWER／（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）／（株）土橋園／トライアングルエステート／虎ノ門一丁目琴平町会／
虎ノ門三丁目広栄町会／虎ノ門三丁目巴町会／虎ノ門四丁目町会／（株）虎屋／（社福）長岡福祉協会  福祉プラザさくら川／永坂会／中三三治会／西新橋一丁目桜正町会／西新橋一丁目桜町会／
西新橋一丁目第一町会／西町自治会／（有）日完工芸／（株）日設／（NPO法人）日本朗読文化協会／乃木神社／（社福）ノテ福祉会／（宗）梅窓院／（医）白慈会　白金坂の上診療所／白高町会／
（株）八芳園／原工具（株）／BTRD／東麻布一丁目飯五町会／東麻布北新睦会／東新橋一丁目町会／仏所護念会教団／(NPO法人)プラザみなと／（NPO法人）プラチナ美容塾／（株）プロ
ネクサス／（株）北極星コーポレーション／本芝町会／マーガレット／（株）水谷／三田一丁目町会／三田慶南町会／三田豊岡町会／（宗）御田八幡神社／三田松坂町会／皆川機械（株）／（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／港マジック同好会／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／メルケアみなとセンター／（医）百葉の会／森ビル（株）／（株）ヤマプラス／山元町会／(株)リセールバリュー／（宗）立行寺／霊南坂町会／
霊友会／朗読奉仕グループ「Ｑの会」／六本木市西町会

これからもよろしくお願いします！

み～しゃが聞く！
法人会員訪問

A.
Q.

A.
Q.

A.
Q.

港社協会員になったきっかけはなんですか？

弊社の東京本社のある港区で地域貢献活動をする上で、港社
協と情報の共有化ができればと考え、入会しました。

地域とは、どのようなつながりがありますか？

港区内の小学校での出前授業を通し、食育活動を行っていま
す。その他にもMINATOシティハーフマラソンや港区地域福祉
フォーラムなどへの協力、地域貢献イベントへの参加など、広く
地域とつながりを持っています。

今後、港社協に期待していることは何かありますか？

弊社の社会活動の中心である「食と健康」を通じた地域貢献活
動を港社協と一緒に進めていければと思います。

キッコーマン株式会社（西新橋2丁目）　
今回はコーポレートコミュニケーション部社会
活動グループの岡村さんにお話を伺いました。

　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。

（※）（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）心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）

●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たは児童育成手当(障害手当)受給中の対象児童で、
 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度を所持している人、および脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の人。
 施設入所者は対象外となります。
●申し込み：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ます。港社協ホームページからダウンロードもできます）
 と対象者であることが確認できる書類（※）を、11月13日(金・必着)までに郵送で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。

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

『在宅重度障害者(児)への見舞品』の希望申し込み受け付けについて

申込書は
ホームページから
ダウンロード
できます。

心温まるご寄付ありがとうございました！
令和2年7月1日～8月31日受領分 ※敬称略・受領順（単位：円）

古橋 義弘  10,000
金城 恒夫  10,000
岡谷 侊以  50,000
スポーツウエルネス吹矢協会
　港おたっしゃ麻布支部  19,165
大原 慶久  100,000
大原 徹也  100,000
大原 豊子  100,000
大原 範子  100,000
大原 諒子  100,000
園田・廣瀬  3,000
髙野 定雄  1,235
手芸グループあじさい  7,000
文 沢圭  10,000

徐 淑明  10,000
(株)Ａ＆Ｅ  10,000
髙野 定雄  945
壹岐 一郎  50,000
徐 淑明  10,000
文 沢圭  10,000
(株)Ａ＆Ｅ  10,000
匿名  100,000
匿名  20,000
匿名  100,000
匿名  111
匿名  10,000
匿名  1,000

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ ☎



令和2年10月1日発行 No.114社協社協

4 ●次号は令和2年12月1日発行です。

　いただいた募金は、港区内で子どもたちや障害者を支援
する活動のほか、災害等準備金として被災地支援などに使
わせていただきます。
　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。

　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ヶ月かかりま
す。合格発表前でもご相談をお受けしていますの
で、受験する学校が決まりましたら、できるだけ早め
にご相談ください。
※他制度が利用できる場合、そちらの利用が優先
となる場合があります。

　町会・自治会を通じて募金の呼び
かけ、ご協力をいただいています。ま
た、港社協事務局、各地区総合支所
協働推進課で受け付けています。
　今年度は新型コロナウイルス感
染症感染拡大防止に留意した募金
活動の実施に努めます。皆さまのご
理解とご協力をよろしくお願いいた
します。

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 ☎

今年も赤い羽根共同募金が
10月からはじまります。

赤い羽根地域配分（令和3年度交付分）助成団体を募集します

募 金 方 法

　保育環境整備のため幼児用机の
購入費として、共同募金を利用させて
いただきました。以前購入した机は購
入から10年経っており、経年劣化が進
んでおりました。おかげさまで、子どもた
ちは新しい机で、安心して遊んだり、食
事をしたりしています。
　これからも大切に使っていきます。
ありがとうございました。

令和元年度助成団体
（社福）恩賜財団東京都同胞援護会

みなと保育園

対　　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社会福祉施設
　　  　　 ●港区などから定期的に助成を受けている障害者の当事者団体
募集期間： 10月1日（木）～11月13日（金）
※募集要項および申請書は、港地区配分推せん委員会事務局（港社協経営管理係内）で配布します。
また、港社協ホームページ（http://www.minato-cosw.net/）からダウンロードもできます。

み～しゃグッズ販売中！

経営管理係問い合わせ 6230-0280　℻ 6230-0285☎

港社協窓口にて
販売しています。

ふせん
（2色×50枚入り）
90円（税込）

ミニぬいぐるみ
(高さ約12㎝) 
600円(税込)

感謝の声

ボランティア・
地域活動支援係

☎6230-0284  FAX 6230-0285

対  象 : これからボランティア活動を始めたい人や、
 始めたばかりの人
と  き : 11月11日(水)午後1時30分～3時30分
ところ : 麻布区民協働スペース
内　容: 講義・ボランティア活動体験（絵手紙）
定  員: 10人（申し込み順）　
申し込み : 11月10日(火)までに、電話・FAX(住所・
 氏名・連絡先を明記)で申し込み。
問い合わせ： ボランティア・地域活動支援係

　講義や先輩ボランティアからの話を通して、ボラ
ンティア活動に関する基礎知識を学びます。ボラン
ティア活動を始めるきっかけとして、ぜひご参加くだ
さい。

　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。

ボランティア入門講座

と  き : 10月8日(木)・21日(水)・
 11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

弁護士による福祉専門相談

生活支援係 6230-0282　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

成年後見推進係
☎6230-0283  
FAX 6230-0285

就学支度費(入学金)貸付上限額

※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。
※資金の貸付の際には、東京都社会福祉協議会による審査があります。

生活福祉資金「教育支援資金」のご案内

500,000円

教育支援費(授業料等)
月額上限額

特に必要な場合
(月額上限額の1.5倍)

・高等学校
・専修学校
 (高等課程)
高等専門学校
・短期大学
・専修学校
 (専門課程)
大学

・高等学校
・専修学校
 (高等課程)
高等専門学校
・短期大学
・専修学校
 (専門課程)
大学

35,000円 52,500円

90,000円

60,000円

60,000円

90,000円

65,000円 97,500円




