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成年後見推進係 （成年後見利用支援センター　　　　　　　　） 6230-0283　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

6230-0283　☎

☎6230-0284  FAX 6230-0285

成年後見推進係
☎6230-0283  
FAX 6230-0285

と  き : 2月4日(木)・24日(水)
 3月11日(木)・24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

　詩・ダンス・歌を通じて、障害のある人もない人も一
緒になって参加し、楽しむイベント「共に生きるみんな
の歌と踊りのつどい」を7月3日(土)に麻布区民セン
ターで開催します。
　このイベントの企画や準備、当日の運営等を手伝っ
てくださる実行委員を募集しています。
　また、参加者へ配布する記念誌へ掲載する絵も募
集しています。興味のある人は、お問い合わせください。
〈実行委員会〉

〈絵〉 テーマ・形式は問いません。作品、住所、氏名、電
話番号を記入の上、郵送または持参で3月31日(水・必
着)までにご応募ください。
※ご応募いただいた作品は返却できませんので、あら
かじめご了承ください。
※記念誌（B5サイズ）に白黒での掲載となります。

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

ボランティア・
地域活動支援係

令和3年度 ボランティア保険
加入手続きのご案内

第40回 共に生きる
みんなの歌と踊りのつどい
～ボランティア・絵募集～

と  き : 2月12日(金)・4月23日(金)
 午後6時30分～8時 
ところ : 麻布区民センターおよびオンライン（Zoom）
※参加を希望する人は、事前にご連絡ください。

問い合わせ： ボランティア・地域活動支援係

港社協マスコットキャラクター

　令和3年度のボランティア保険の加入手続きは、
3月中旬以降に開始します。
【加入手順】 ① 加入申込票に必要事項を記入してください。
 ② 郵便局または銀行で保険料を払い込んで
 　 ください。
 ③ 加入申込票と払込証明書を受付場所に 
 　 持参してください。
【受付場所】◎港社協　窓口
 ◎各地区ボランティアコーナー　
【受付時間】 港社協：平日午前8時30分～午後5時
 （土・日曜、祝日、年末年始を除く）
 各地区ボランティアコーナー：各コーナーに
 より受付時間が異なります。詳しくは
 お問い合わせください。
※東日本大震災（岩手・宮城・福島）、平成28年熊本
　地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風15号・19号
　の被災地でボランティア活動を
　行う港区民には、港区が保険料を
　負担しています。
※令和3年度ボランティア保険は、
　保険料Ａプランが350円に引き
　上がります。基本コースＡプラン
　以外の補償金額は減額となります。

問い合わせ：ボランティア・地域活動支援係

【問い合わせ】
東京都共同募金会港地区協力会事務局（港社協経営管理係内）☎6230-0280　　6230-0285

赤い羽根共同募金に、ご協力ありがとうございました
募金総額1,674,359円（1月8日現在）
　お寄せいただいた募金は、港区内の社会福祉施設や障害者団体へ配分する
とともに、災害等準備金として被災地における災害ボランティア活動の支援
などにも活用させていただきます。

第39回の実行委員とボランティアの皆さん

クラス

入門

定 員 費 用曜日・時間・回数対　象
隔週火曜　
午前10時～正午
（全20回）

令和３年度は募集しません

令和３年度は募集しません

令和３年度は募集しません

毎週火曜　
午前10時～正午
（全35回）

20人程度（抽選）
（詳細は募集案内を参照）

受講料

保険料

……無料

…350円

初級
20人程度

初級クラス修了者優先・その他抽選
（詳細は募集案内を参照）

中級

上級

養成

【対　象】

【期　間】
【ところ】

申し込み方法

※休講に備え、予備日を設定する予定です。
※５月１８日（火）は開講式、令和４年２月１５日（火）は閉講式を実施します。式は講習の一環としており、出席日数（修了基準）に含まれます。

締切：2月26日（金）午後5時必着
【入門・中級クラス】

【申し込み（全クラス）】

港区に在住・在勤・在学の15歳以上（中学生不可）の健聴者で、全回受講できる見込
みがある人。
※過去に受講したクラス（「他の自治体の手話講習会」で同等と認められるクラスも含
む）および下のクラスに申し込むことはできません。
※令和2年度港区手話講習会は新型コロナウイルス感染症の影響で実施見送りとなり、
令和3年度の受講にそのまま移行するため、募集は限定して行います。
5月18日（火）～令和4年2月15日（火）
障害保健福祉センターなど

生活支援係 6230-0282　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

令和3年度 港区手話講習会受講生募集
手話を学んでみませんか？

手話を基礎から学び、
あいさつや自己紹介が
できるよう学習したい人

聴覚障害者との日常会話
ができるよう学習したい人

所定の申込書（※）に記入の上、住所・氏名を
明記した返信用封筒（長形3号【縦235㎜×横
120㎜】・84円切手貼付）を同封し、郵送または
持参にてお申し込みください。
※申込書・募集案内は港社協ホームページ
（http://www.minato-cosw.net/）からダ
ウンロードできるほか、窓口でも配布してい
ます。また郵送希望者は、希望のクラス・住所・
氏名を明記した返信用封筒（長形3号【縦
235㎜×横120㎜】・84円切手貼付）を本会へ
郵送してください。

〒106-0032 港区六本木5-16-45 
麻布地区総合支所2階　
港区社会福祉協議会
生活支援係「港区手話講習会担当」

詳細はこちら

み～しゃグッズ販売中！

経営管理係問い合わせ 6230-0280　℻ 6230-0285☎

ミニぬいぐるみ(高さ約12㎝) 
600円(税込)

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）

「成年後見制度」や
「福祉サービス利用
援助事業」がよく
わからないなぁ。

最近物忘れが
ひどくって

財産の管理に自信が
なくなっちゃったの。

福祉サービスを
利用したいけど
手続きが
難しいなぁ。

私は自分に
何かあったときに
障害のある

この子が心配だわ。
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こんなことに困っていませんか？こんなことに困っていませんか？

制度 契約財産

認知症、知的・精神障害などがあり、日常生活や将来に不安がある人はお気軽にご相談ください!

成年後見利用支援センター

将来

あなたも、
もうひとつの

コミュニケーション

まずはご相談ください！



地域福祉係 6230-0281　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

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

　育児サポート子むすび（港区育児サポート事業）は、子育ての手助けが
必要な人（利用会員）と手助けができる人（協力会員）をむすび、地域全体
で子どもの成長を支えていく育児サポート事業です。

　協力会員になるには、「港区子育て支援員研修」、または「東京都子育て支援員
研修」の受講が必須となります。詳しくはお問い合わせください。

　港社協では、地域の皆さまからの『ご寄付』を、一年を通じて受け付けて
います。皆さまの思いが、港区の地域福祉の充実につながります。

育児サポート子むすびでは、活動をしてくださる
協力会員を募集しています。

子むすびのご案内

対象となる子ども 0歳～小学校6年生

活動内容 保育施設等への送迎、保護者の通院等外出時の保育など
※病児・病後児の保育サポートや家事援助はできません。

活動時間
月～日曜（祝日・年末年始含む） 午前7時～午後8時
※1回の活動は原則2時間以内
※依頼内容や依頼日時によっては対応が難しい場合や協力会員が
　見つからない場合があります。

保育場所 利用会員または協力会員の自宅
（近隣の児童館等での保育も可能）

サポート料

1時間800円（1時間を超えた場合は、30分ごとに400円加算）
※きょうだいの場合は2人目から400円加算されます。
※活動にかかる協力会員の交通費などは利用会員の負担となります。
※利用する場合は、会員登録が必要です（無料）。
　事前に連絡の上、港社協へお越しください。

港区在住または在勤で
育児サポートを必要とする人

利用も協力もできる人利用会員
両方会員

港区内で育児支援活動の
できる18歳以上の人
　　　 （高校生不可）

協力会員

サポート
の提供 サポート料

子むすびのしくみ

事務局
（アドバイザー）

依頼 依頼

育 児 サ ポ ー ト

経営管理係 6230-0280　℻6230-0285問い合わせ ☎

今、地域でできること～地域活動事例ヒントブックを作りました～

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

●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 3

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

長い間寄付によるご協力もいただいています。
今後ともよろしくお願いいたします！

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何ですか？

会員になったきっかけは、企業として地域に貢献、還元する活動が大事だと
考えたためです。先代から会員となっており、それにならい、継続して協力して
います。また、一社会人として、個人でも会員になろうと思い入会しています。

地域とはどのようなつながりがありますか？

港社協を通しての寄付が主になっていますが、新型コロナウイルス感染症の影
響も踏まえ、何か地域でお手伝いができることがあれば積極的に参加したいと
思います。

今後、社協に期待していることは何かありますか？

自身の母親も高齢になっておりますので、地域の高齢者の方々が安全で安心し
て生活していける環境作りに期待しています。

　港社協ホームページ（http://www.minato-cosw.net/）に掲載していますのでご覧
ください。
　また全国社会福祉協議会「未来の豊かなつながりアクション」（https://tunagari-action.jp/）
のホームページには、港社協ヒントブックのほか、全国の活動事例が掲載されています。
地域のつながりづくりのヒントにお役立てください。

　今年度から、企業や施設、商店街等の皆さまにご協力いただき、清涼飲料水自動販
売機の売上の一部を港社協にご寄付いただく『地域貢献型自動販売機』の設置を進め
ています。設置協力についてご検討いただける場合は、ご連絡ください。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。

【一般寄付】 『一般寄付』は、港社協の地域福祉活動に活用させていただきます。
【指定寄付】 『指定寄付』は、ボランティア活動や小地域福祉活動、障害者スポーツと地域福祉活動など、
　　　　　 ご寄付者の意思に沿って活用させていただきます。
　イベントやバザーの収益、お香典の寄付、学校や企業等での募金の一部や、企業の社会貢献としての
寄付など、金額の多少は問いません。
　皆さまからお寄せいただくご寄付は、社協会員会費、歳末たすけあい運動配分金とともに、港区の地域
福祉を推進していくうえで、大きな支えとなっており、港社協が実施する地域福祉活動推進事業に活用
させていただきます。
　なお、港社協へのご寄付は、税制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。

(株)Ａ＆Ｅ（西麻布３丁目）　
今回は、代表取締役の文さんにお話を伺いました。

西麻布でサウナ・アダムアンドイブを
運営しています

対  象： 区内在住・在勤・在学の人
定   員： 30人（申し込み順）　
 ※2月20日（土）の芝浦区民協働スペースでの受講は15人まで
持ち物： 室内用運動靴、マスク
 ※動きやすい服装でお越しください。
申し込み： 2月16日（火）までに電話・FAX（住所・氏名・電話番号・2月20日（土）の受講方法〔会場または
 Zoom。Zoomを希望の場合はメールアドレスを明記〕）にて申し込み
 ※手話通訳が必要な人は、2月10日（水）までにお申し出ください。

髙野定雄  1,247
(株)Ａ＆Ｅ  10,000
文沢圭  10,000
徐淑明  10,000
(宗)真如苑 芝浦支部  300,000
小林美代子  10,000
芝仏教会  100,000
港区べにづる会  10,000
（公社）全日本不動産協会 
東京都本部 港支部 支部長 
石原 弘  100,000
髙野定雄  2,364
港区管工事防災協力会
会長　福田義次  100,000

京セラドキュメントソリューションズ
ジャパン(株)  265,451
(株)Ａ＆Ｅ  10,000
文沢圭  10,000
徐淑明  10,000
匿名  10,000
匿名  10,000
匿名  10,000
匿名  10,000
匿名  100,000
匿名  10,000
匿名  9,247

赤坂福吉町会、(株)エフ・シー経営管理、
(宗)願海寺、魚らん銀座商店会協同組合、 
(株)グッドライフケア東京、(株)クルーレイズ、
(株)ケーエムエフ、芝公園三丁目町会、清水薬局、
正福寺、世界平和女性連合東京第一連合会、 
東京女子学園中学校・高等学校、南台寺、
西新橋一丁目親和町会 、浜松町一丁目町会、
三田新町町会、(株)ヤマトヤ商会、四倉材木店

●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
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法人・団体会員の皆さまを
ご紹介します
令和2年11月1日～12月31日受領分 ※敬称略・五十音順

7,160，813円7,160，813円

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

港区内の地域福祉活動に意欲的に取り組む法人格を有しない団体
（ボランティア団体含む）および特定非営利活動法人

①申請書　②見積書　※（3）の場合
③実施計画書　※（3）以外の場合
④申請事業や団体の概要が分かる資料（パンフレット・ちらし等）
※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からダウン
　ロードもできます。

郵送または持参（初めて申請される場合は、事前にご相談ください）

区民の参加による港地区配分推せん委員会で審査し、７月下旬に決定
します。

2月15日（月）～3月31日（水）必着

（1）講習会・研修・行事等の開催　（2）調査等の実施
 （3）備品購入　（4）継続的な活動

（1）～（3）150,000円まで　（4）50,000円まで
※（1）～（4）ともに申請事業費の75％以内

（1月8日現在）

歳末たすけあい運動にご協力ありがとうございました！歳末たすけあい運動にご協力ありがとうございました！
募金
総額

　町会・自治会、母の会、港区民生委員・児童委員協議会をはじめ、多くの区民の
方々や企業、団体の皆さんから、たくさんの募金をお寄せいただきました。
　やさしい気持ちのこもった募金は、お見舞品のほか、身近な地域に根ざした
福祉活動を進めるために活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。

在宅重度障害者（児）への見舞品贈呈 2,400,000
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

みんなと地域の福祉活動（小地域福祉活動推進事業） 744,732
おむすびサービス（有償在宅福祉サービス） 600,000
要支援世帯への入学・卒業祝品贈呈 500,000
ボランティア情報の発行 200,000
車いすの貸出 100,000
災害ボランティア活動の推進 80,000
ふれあい通信“かんがり”  20,000    
募金事務経費（募金額の10％） 716,081

合 計 7,160,813

募金の使いみち 配分予定額(円)

～やさしい気持ちと、地域をつなぐ～
「歳末たすけあい運動による
地域福祉活動助成」を実施します

助成の対象

対象事業

助成額

申請期間

申請方法

必要書類

選考

※敬称略・単位：円

東京都共同募金会港地区協力会 
港地区配分推せん委員会事務局（港社協経営管理係内）
6230-0280　℻ 6230-0285

問い合わせ
☎

このような活動に使わせていただきます

飯倉町会  421,009
東麻布初音町会  10,000
東麻布北新睦会  10,000
永坂会  25,000
麻布十番睦会  10,000
新二会  10,000
山元町会  50,000
ツイン一の橋自治会  51,700
麻布竹谷町会  30,000
南麻布一丁目東町町会  21,500
南麻布新堀会  70,000
麻布本村町会  20,000
新広尾古川町会  5,000
南麻布富士見町会  30,000
南麻布広尾町会  106,650
三軒家会町会  30,000
麻布宮村町会  50,000
桜田睦会  69,300
西麻布霞町町会  73,500
西麻布二丁目東町会  20,500
麻布上笄町会  30,000
仲笄町会  179,000
西麻布四丁目南笄町会  30,000
西麻布上町会  104,500
麻布市兵衛町町会  30,000
アークヒルズ自治会  20,000
今井町親睦会  51,000
六本木市西町会  75,000
六本木町会  250,000
日ヶ窪親和会  30,000
六本木材木町町会  50,000
竜土町会  100,000
六本木ヒルズ自治会  30,000
小計  2,093,659

新橋桜自治会  10,000  
新橋二丁目兼房会  20,000  
ニュー新橋ビル自治会  20,000  
新橋三丁目新三町会  20,000  
新橋三丁目西部町会  20,000  
新橋六丁目東町会  10,000  
新橋七丁目町会  20,000  
西新橋一丁目親和町会  10,000  
西新橋一丁目桜正町会  20,000  
西新橋一丁目桜町会  30,000  
南佐二町会  20,000  
西新橋二丁目南桜町会  20,000  
西新橋二丁目西町会  20,000  
田村新交町会  20,000  
西新橋三丁目愛二町会  19,000  
互親会町会  20,000  
御成門六和町会  20,000  
桜川町会  20,000  
虎ノ門二丁目明舟町会  20,000  
虎ノ門三丁目巴町会  20,000  
神谷町町会  20,000  
虎ノ門三丁目広栄町会  20,000  
芝公園二丁目町会  20,000  
芝公園三丁目町会  30,000  
芝公園四丁目町会  20,000  
浜松町一丁目町会  30,000  
芝浜町会  30,000  
芝浜四町会  10,000  
芝大門一丁目北親会  10,000  
芝新堀町会  65,400  
芝西応寺町会  67,800  
北四国町会   50,000  
芝三丁目松本町会  10,000  
本芝町会  50,000  
芝五丁目町会  30,000  
都営芝五自治会  49,647  
芝和城会  28,215  
三田綱町自治会  10,000
三田二丁目一交会  10,000
三田慶応町会  10,000

社協社協

心温まるご寄付
ありがとうございました！

さまざまな『ご寄付』のご案内さまざまな『ご寄付』のご案内さまざまな『ご寄付』のご案内

令和2年11月1日～12月31日受領分
『地域貢献型自動販売機』の設置にご協力ください！

皆さまの思いを港区の地域福祉に役立てる『一般寄付』『指定寄付』

チャレンジパラスポーツ
知る する 観る 支える

パラスポーツへのはじめの一歩をふみだしませんか？

東京2020応援プログラム
MINATOシティハーフマラソンチャリティ募金活用 2月20日（土）

午前9時45分
～正午

と き と こ ろ 内 容 講 師

2月27日（土）
午前9時45分
～正午

芝浦区民協働
スペースまたは
オンラインツール
（Zoom）を使用して
受講できる場所

パラスポーツについて、
その魅力を学びます。

・神保秀久
 （東京都立大学健康福祉学部 
  特任助教）
・福中海人
 （パラアーチェリー競技者）

・日本ユニバーサル
 ボッチャ連盟
・乃木坂ナイツ
 （ブラインドサッカーチーム）

「ボッチャ」と「ブラインド
サッカー」を通して魅力を
体験します。

知る！パラスポーツ

体験する！パラスポーツ
港区スポーツ
センター

※敬称略・受領順（単位：円）

元赤坂二丁目町会  5,000

三田台町会  30,000
伊皿子自治会  10,000
三田松坂町会  20,000
松ヶ丘会  63,000
高輪一丁目君友会  15,000
秀和高輪自治会  85,500
高輪台町会  20,520
高輪二本榎町会  30,000
高輪本町親交会  3,000
高輪北町親和会  30,000
西町自治会  50,000
高輪親睦会  10,000
高輪南町会  392,000
白高町会  30,000
一心会  35,000
田島町町会  63,500
第一・三光町会  30,000
白金三光第五町会  20,000
新広尾町三丁目町会  10,000
白光町会  107,100

芝浦二丁目町会 153,000
芝浦三・四丁目町会  38,500
メゾン田町自治会  10,000
三田ナショナルコート自治会  65,774
港南四丁目第２アパート自治会 21,050
港南三丁目第２アパート自治会 10,000
港南四丁目第３アパート自治会 20,000
フェイバリッチタワー品川自治会 30,000
都営芝浦４丁目アパート自治会  10,000
小計 358,324

オイレス工業(株)  90,000
Kissポート ティンカーベル  10,000
京セラ コミュニケーションシステム㈱  227,500
（社福）寿広福祉会  10,000
（株）ソリッド・ソリューションズ  30,000
大本山  増上寺  100,000
天台宗  東京教区  43,368
東京ガス労働組合  90,239
東京都浴場組合港支部  28,409
東麻布三丁目会女子部  10,000
プルマン東京田町  2,816
みつばち保育園  10,000
港区赤十字奉仕団  10,000
馬場信雄  1,000
間地登美子  100,000
匿名（神社）  138,700
匿名  20,000
匿名  20,000
匿名  100,000
預金利子  16
小計  1,042,048

芝地区

麻布地区

赤坂地区

高輪地区

芝浦港南地区

個人・団体・法人等(五十音順)白金第四町会  30,000
奥三光町会  30,000
白金台一丁目町会  30,000
白金台七七町会  5,000
白金今里町協和会  107,500
白金猿町町会  174,200
日吉坂町会  62,500
今里町親和会  90,300
白金台町二丁目町会  30,000
白金台三光第八町会  20,000
プラウドタワー白金台ふれあいサロン  10,000
小計 1,644,120

三田社宅自治会  5,000
三田三丁目町会親和会  10,000
芝金杉町会  20,000
小計  985,062

赤坂溜池町会  11,000
赤坂東一・二丁目町会  10,000
赤坂新三町会  10,000
赤坂新二町会  10,000
赤坂一ツ木町会  65,000
赤坂丹後町町会  10,000
赤坂中ノ町・新四町会  117,500
赤坂氷川町町会  63,000
赤坂新町五丁目町会  30,000
赤坂八丁目町会  200,000
檜町町会  10,000
青山一丁目町会  10,000
北青山一丁目住宅自治会  5,000
北青山一丁目町会  20,000
青山二丁目町会  34,000
青山外苑町会  35,600
北青山三丁目アパート自治会  10,000
青山三・四丁目町会  137,100
青山高樹町町会  244,400
小計  1,037,600



地域福祉係 6230-0281　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

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

　育児サポート子むすび（港区育児サポート事業）は、子育ての手助けが
必要な人（利用会員）と手助けができる人（協力会員）をむすび、地域全体
で子どもの成長を支えていく育児サポート事業です。

　協力会員になるには、「港区子育て支援員研修」、または「東京都子育て支援員
研修」の受講が必須となります。詳しくはお問い合わせください。

　港社協では、地域の皆さまからの『ご寄付』を、一年を通じて受け付けて
います。皆さまの思いが、港区の地域福祉の充実につながります。

育児サポート子むすびでは、活動をしてくださる
協力会員を募集しています。

子むすびのご案内

対象となる子ども 0歳～小学校6年生

活動内容 保育施設等への送迎、保護者の通院等外出時の保育など
※病児・病後児の保育サポートや家事援助はできません。

活動時間
月～日曜（祝日・年末年始含む） 午前7時～午後8時
※1回の活動は原則2時間以内
※依頼内容や依頼日時によっては対応が難しい場合や協力会員が
　見つからない場合があります。

保育場所 利用会員または協力会員の自宅
（近隣の児童館等での保育も可能）

サポート料

1時間800円（1時間を超えた場合は、30分ごとに400円加算）
※きょうだいの場合は2人目から400円加算されます。
※活動にかかる協力会員の交通費などは利用会員の負担となります。
※利用する場合は、会員登録が必要です（無料）。
　事前に連絡の上、港社協へお越しください。

港区在住または在勤で
育児サポートを必要とする人

利用も協力もできる人利用会員
両方会員

港区内で育児支援活動の
できる18歳以上の人
　　　 （高校生不可）

協力会員

サポート
の提供 サポート料

子むすびのしくみ

事務局
（アドバイザー）

依頼 依頼

育 児 サ ポ ー ト

経営管理係 6230-0280　℻6230-0285問い合わせ ☎

今、地域でできること～地域活動事例ヒントブックを作りました～

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

●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 3

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

長い間寄付によるご協力もいただいています。
今後ともよろしくお願いいたします！

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何ですか？

会員になったきっかけは、企業として地域に貢献、還元する活動が大事だと
考えたためです。先代から会員となっており、それにならい、継続して協力して
います。また、一社会人として、個人でも会員になろうと思い入会しています。

地域とはどのようなつながりがありますか？

港社協を通しての寄付が主になっていますが、新型コロナウイルス感染症の影
響も踏まえ、何か地域でお手伝いができることがあれば積極的に参加したいと
思います。

今後、社協に期待していることは何かありますか？

自身の母親も高齢になっておりますので、地域の高齢者の方々が安全で安心し
て生活していける環境作りに期待しています。

　港社協ホームページ（http://www.minato-cosw.net/）に掲載していますのでご覧
ください。
　また全国社会福祉協議会「未来の豊かなつながりアクション」（https://tunagari-action.jp/）
のホームページには、港社協ヒントブックのほか、全国の活動事例が掲載されています。
地域のつながりづくりのヒントにお役立てください。

　今年度から、企業や施設、商店街等の皆さまにご協力いただき、清涼飲料水自動販
売機の売上の一部を港社協にご寄付いただく『地域貢献型自動販売機』の設置を進め
ています。設置協力についてご検討いただける場合は、ご連絡ください。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。

【一般寄付】 『一般寄付』は、港社協の地域福祉活動に活用させていただきます。
【指定寄付】 『指定寄付』は、ボランティア活動や小地域福祉活動、障害者スポーツと地域福祉活動など、
　　　　　 ご寄付者の意思に沿って活用させていただきます。
　イベントやバザーの収益、お香典の寄付、学校や企業等での募金の一部や、企業の社会貢献としての
寄付など、金額の多少は問いません。
　皆さまからお寄せいただくご寄付は、社協会員会費、歳末たすけあい運動配分金とともに、港区の地域
福祉を推進していくうえで、大きな支えとなっており、港社協が実施する地域福祉活動推進事業に活用
させていただきます。
　なお、港社協へのご寄付は、税制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。

(株)Ａ＆Ｅ（西麻布３丁目）　
今回は、代表取締役の文さんにお話を伺いました。

西麻布でサウナ・アダムアンドイブを
運営しています

対  象： 区内在住・在勤・在学の人
定   員： 30人（申し込み順）　
 ※2月20日（土）の芝浦区民協働スペースでの受講は15人まで
持ち物： 室内用運動靴、マスク
 ※動きやすい服装でお越しください。
申し込み： 2月16日（火）までに電話・FAX（住所・氏名・電話番号・2月20日（土）の受講方法〔会場または
 Zoom。Zoomを希望の場合はメールアドレスを明記〕）にて申し込み
 ※手話通訳が必要な人は、2月10日（水）までにお申し出ください。

髙野定雄  1,247
(株)Ａ＆Ｅ  10,000
文沢圭  10,000
徐淑明  10,000
(宗)真如苑 芝浦支部  300,000
小林美代子  10,000
芝仏教会  100,000
港区べにづる会  10,000
（公社）全日本不動産協会 
東京都本部 港支部 支部長 
石原 弘  100,000
髙野定雄  2,364
港区管工事防災協力会
会長　福田義次  100,000

京セラドキュメントソリューションズ
ジャパン(株)  265,451
(株)Ａ＆Ｅ  10,000
文沢圭  10,000
徐淑明  10,000
匿名  10,000
匿名  10,000
匿名  10,000
匿名  10,000
匿名  100,000
匿名  10,000
匿名  9,247

赤坂福吉町会、(株)エフ・シー経営管理、
(宗)願海寺、魚らん銀座商店会協同組合、 
(株)グッドライフケア東京、(株)クルーレイズ、
(株)ケーエムエフ、芝公園三丁目町会、清水薬局、
正福寺、世界平和女性連合東京第一連合会、 
東京女子学園中学校・高等学校、南台寺、
西新橋一丁目親和町会 、浜松町一丁目町会、
三田新町町会、(株)ヤマトヤ商会、四倉材木店

●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

令和3年2月1日発行 No.116

法人・団体会員の皆さまを
ご紹介します
令和2年11月1日～12月31日受領分 ※敬称略・五十音順

7,160，813円7,160，813円

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

港区内の地域福祉活動に意欲的に取り組む法人格を有しない団体
（ボランティア団体含む）および特定非営利活動法人

①申請書　②見積書　※（3）の場合
③実施計画書　※（3）以外の場合
④申請事業や団体の概要が分かる資料（パンフレット・ちらし等）
※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からダウン
　ロードもできます。

郵送または持参（初めて申請される場合は、事前にご相談ください）

区民の参加による港地区配分推せん委員会で審査し、７月下旬に決定
します。

2月15日（月）～3月31日（水）必着

（1）講習会・研修・行事等の開催　（2）調査等の実施
 （3）備品購入　（4）継続的な活動

（1）～（3）150,000円まで　（4）50,000円まで
※（1）～（4）ともに申請事業費の75％以内

（1月8日現在）

歳末たすけあい運動にご協力ありがとうございました！歳末たすけあい運動にご協力ありがとうございました！
募金
総額

　町会・自治会、母の会、港区民生委員・児童委員協議会をはじめ、多くの区民の
方々や企業、団体の皆さんから、たくさんの募金をお寄せいただきました。
　やさしい気持ちのこもった募金は、お見舞品のほか、身近な地域に根ざした
福祉活動を進めるために活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。

在宅重度障害者（児）への見舞品贈呈 2,400,000
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

みんなと地域の福祉活動（小地域福祉活動推進事業） 744,732
おむすびサービス（有償在宅福祉サービス） 600,000
要支援世帯への入学・卒業祝品贈呈 500,000
ボランティア情報の発行 200,000
車いすの貸出 100,000
災害ボランティア活動の推進 80,000
ふれあい通信“かんがり”  20,000    
募金事務経費（募金額の10％） 716,081

合 計 7,160,813

募金の使いみち 配分予定額(円)

～やさしい気持ちと、地域をつなぐ～
「歳末たすけあい運動による
地域福祉活動助成」を実施します

助成の対象

対象事業

助成額

申請期間

申請方法

必要書類

選考

※敬称略・単位：円

東京都共同募金会港地区協力会 
港地区配分推せん委員会事務局（港社協経営管理係内）
6230-0280　℻ 6230-0285

問い合わせ
☎

このような活動に使わせていただきます

飯倉町会  421,009
東麻布初音町会  10,000
東麻布北新睦会  10,000
永坂会  25,000
麻布十番睦会  10,000
新二会  10,000
山元町会  50,000
ツイン一の橋自治会  51,700
麻布竹谷町会  30,000
南麻布一丁目東町町会  21,500
南麻布新堀会  70,000
麻布本村町会  20,000
新広尾古川町会  5,000
南麻布富士見町会  30,000
南麻布広尾町会  106,650
三軒家会町会  30,000
麻布宮村町会  50,000
桜田睦会  69,300
西麻布霞町町会  73,500
西麻布二丁目東町会  20,500
麻布上笄町会  30,000
仲笄町会  179,000
西麻布四丁目南笄町会  30,000
西麻布上町会  104,500
麻布市兵衛町町会  30,000
アークヒルズ自治会  20,000
今井町親睦会  51,000
六本木市西町会  75,000
六本木町会  250,000
日ヶ窪親和会  30,000
六本木材木町町会  50,000
竜土町会  100,000
六本木ヒルズ自治会  30,000
小計  2,093,659

新橋桜自治会  10,000  
新橋二丁目兼房会  20,000  
ニュー新橋ビル自治会  20,000  
新橋三丁目新三町会  20,000  
新橋三丁目西部町会  20,000  
新橋六丁目東町会  10,000  
新橋七丁目町会  20,000  
西新橋一丁目親和町会  10,000  
西新橋一丁目桜正町会  20,000  
西新橋一丁目桜町会  30,000  
南佐二町会  20,000  
西新橋二丁目南桜町会  20,000  
西新橋二丁目西町会  20,000  
田村新交町会  20,000  
西新橋三丁目愛二町会  19,000  
互親会町会  20,000  
御成門六和町会  20,000  
桜川町会  20,000  
虎ノ門二丁目明舟町会  20,000  
虎ノ門三丁目巴町会  20,000  
神谷町町会  20,000  
虎ノ門三丁目広栄町会  20,000  
芝公園二丁目町会  20,000  
芝公園三丁目町会  30,000  
芝公園四丁目町会  20,000  
浜松町一丁目町会  30,000  
芝浜町会  30,000  
芝浜四町会  10,000  
芝大門一丁目北親会  10,000  
芝新堀町会  65,400  
芝西応寺町会  67,800  
北四国町会   50,000  
芝三丁目松本町会  10,000  
本芝町会  50,000  
芝五丁目町会  30,000  
都営芝五自治会  49,647  
芝和城会  28,215  
三田綱町自治会  10,000
三田二丁目一交会  10,000
三田慶応町会  10,000

社協社協

心温まるご寄付
ありがとうございました！

さまざまな『ご寄付』のご案内さまざまな『ご寄付』のご案内さまざまな『ご寄付』のご案内

令和2年11月1日～12月31日受領分
『地域貢献型自動販売機』の設置にご協力ください！

皆さまの思いを港区の地域福祉に役立てる『一般寄付』『指定寄付』

チャレンジパラスポーツ
知る する 観る 支える

パラスポーツへのはじめの一歩をふみだしませんか？

東京2020応援プログラム
MINATOシティハーフマラソンチャリティ募金活用 2月20日（土）

午前9時45分
～正午

と き と こ ろ 内 容 講 師

2月27日（土）
午前9時45分
～正午

芝浦区民協働
スペースまたは
オンラインツール
（Zoom）を使用して
受講できる場所

パラスポーツについて、
その魅力を学びます。

・神保秀久
 （東京都立大学健康福祉学部 
  特任助教）
・福中海人
 （パラアーチェリー競技者）

・日本ユニバーサル
 ボッチャ連盟
・乃木坂ナイツ
 （ブラインドサッカーチーム）

「ボッチャ」と「ブラインド
サッカー」を通して魅力を
体験します。

知る！パラスポーツ

体験する！パラスポーツ
港区スポーツ
センター

※敬称略・受領順（単位：円）

元赤坂二丁目町会  5,000

三田台町会  30,000
伊皿子自治会  10,000
三田松坂町会  20,000
松ヶ丘会  63,000
高輪一丁目君友会  15,000
秀和高輪自治会  85,500
高輪台町会  20,520
高輪二本榎町会  30,000
高輪本町親交会  3,000
高輪北町親和会  30,000
西町自治会  50,000
高輪親睦会  10,000
高輪南町会  392,000
白高町会  30,000
一心会  35,000
田島町町会  63,500
第一・三光町会  30,000
白金三光第五町会  20,000
新広尾町三丁目町会  10,000
白光町会  107,100

芝浦二丁目町会 153,000
芝浦三・四丁目町会  38,500
メゾン田町自治会  10,000
三田ナショナルコート自治会  65,774
港南四丁目第２アパート自治会 21,050
港南三丁目第２アパート自治会 10,000
港南四丁目第３アパート自治会 20,000
フェイバリッチタワー品川自治会 30,000
都営芝浦４丁目アパート自治会  10,000
小計 358,324

オイレス工業(株)  90,000
Kissポート ティンカーベル  10,000
京セラ コミュニケーションシステム㈱  227,500
（社福）寿広福祉会  10,000
（株）ソリッド・ソリューションズ  30,000
大本山  増上寺  100,000
天台宗  東京教区  43,368
東京ガス労働組合  90,239
東京都浴場組合港支部  28,409
東麻布三丁目会女子部  10,000
プルマン東京田町  2,816
みつばち保育園  10,000
港区赤十字奉仕団  10,000
馬場信雄  1,000
間地登美子  100,000
匿名（神社）  138,700
匿名  20,000
匿名  20,000
匿名  100,000
預金利子  16
小計  1,042,048

芝地区

麻布地区

赤坂地区

高輪地区

芝浦港南地区

個人・団体・法人等(五十音順)白金第四町会  30,000
奥三光町会  30,000
白金台一丁目町会  30,000
白金台七七町会  5,000
白金今里町協和会  107,500
白金猿町町会  174,200
日吉坂町会  62,500
今里町親和会  90,300
白金台町二丁目町会  30,000
白金台三光第八町会  20,000
プラウドタワー白金台ふれあいサロン  10,000
小計 1,644,120

三田社宅自治会  5,000
三田三丁目町会親和会  10,000
芝金杉町会  20,000
小計  985,062

赤坂溜池町会  11,000
赤坂東一・二丁目町会  10,000
赤坂新三町会  10,000
赤坂新二町会  10,000
赤坂一ツ木町会  65,000
赤坂丹後町町会  10,000
赤坂中ノ町・新四町会  117,500
赤坂氷川町町会  63,000
赤坂新町五丁目町会  30,000
赤坂八丁目町会  200,000
檜町町会  10,000
青山一丁目町会  10,000
北青山一丁目住宅自治会  5,000
北青山一丁目町会  20,000
青山二丁目町会  34,000
青山外苑町会  35,600
北青山三丁目アパート自治会  10,000
青山三・四丁目町会  137,100
青山高樹町町会  244,400
小計  1,037,600



●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。 14 ●次号は令和3年4月1日発行です。
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成年後見推進係 （成年後見利用支援センター　　　　　　　　） 6230-0283　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

6230-0283　☎

☎6230-0284  FAX 6230-0285

成年後見推進係
☎6230-0283  
FAX 6230-0285

と  き : 2月4日(木)・24日(水)
 3月11日(木)・24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

　詩・ダンス・歌を通じて、障害のある人もない人も一
緒になって参加し、楽しむイベント「共に生きるみんな
の歌と踊りのつどい」を7月3日(土)に麻布区民セン
ターで開催します。
　このイベントの企画や準備、当日の運営等を手伝っ
てくださる実行委員を募集しています。
　また、参加者へ配布する記念誌へ掲載する絵も募
集しています。興味のある人は、お問い合わせください。
〈実行委員会〉

〈絵〉 テーマ・形式は問いません。作品、住所、氏名、電
話番号を記入の上、郵送または持参で3月31日(水・必
着)までにご応募ください。
※ご応募いただいた作品は返却できませんので、あら
かじめご了承ください。
※記念誌（B5サイズ）に白黒での掲載となります。

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

ボランティア・
地域活動支援係

令和3年度 ボランティア保険
加入手続きのご案内

第40回 共に生きる
みんなの歌と踊りのつどい
～ボランティア・絵募集～

と  き : 2月12日(金)・4月23日(金)
 午後6時30分～8時 
ところ : 麻布区民センターおよびオンライン（Zoom）
※参加を希望する人は、事前にご連絡ください。

問い合わせ： ボランティア・地域活動支援係

港社協マスコットキャラクター

　令和3年度のボランティア保険の加入手続きは、
3月中旬以降に開始します。
【加入手順】 ① 加入申込票に必要事項を記入してください。
 ② 郵便局または銀行で保険料を払い込んで
 　 ください。
 ③ 加入申込票と払込証明書を受付場所に 
 　 持参してください。
【受付場所】◎港社協　窓口
 ◎各地区ボランティアコーナー　
【受付時間】 港社協：平日午前8時30分～午後5時
 （土・日曜、祝日、年末年始を除く）
 各地区ボランティアコーナー：各コーナーに
 より受付時間が異なります。詳しくは
 お問い合わせください。
※東日本大震災（岩手・宮城・福島）、平成28年熊本
　地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風15号・19号
　の被災地でボランティア活動を
　行う港区民には、港区が保険料を
　負担しています。
※令和3年度ボランティア保険は、
　保険料Ａプランが350円に引き
　上がります。基本コースＡプラン
　以外の補償金額は減額となります。

問い合わせ：ボランティア・地域活動支援係

【問い合わせ】
東京都共同募金会港地区協力会事務局（港社協経営管理係内）☎6230-0280　　6230-0285

赤い羽根共同募金に、ご協力ありがとうございました
募金総額1,674,359円（1月8日現在）
　お寄せいただいた募金は、港区内の社会福祉施設や障害者団体へ配分する
とともに、災害等準備金として被災地における災害ボランティア活動の支援
などにも活用させていただきます。

第39回の実行委員とボランティアの皆さん

クラス

入門

定 員 費 用曜日・時間・回数対　象
隔週火曜　
午前10時～正午
（全20回）

令和３年度は募集しません

令和３年度は募集しません

令和３年度は募集しません

毎週火曜　
午前10時～正午
（全35回）

20人程度（抽選）
（詳細は募集案内を参照）

受講料

保険料

……無料

…350円

初級
20人程度

初級クラス修了者優先・その他抽選
（詳細は募集案内を参照）

中級

上級

養成

【対　象】

【期　間】
【ところ】

申し込み方法

※休講に備え、予備日を設定する予定です。
※５月１８日（火）は開講式、令和４年２月１５日（火）は閉講式を実施します。式は講習の一環としており、出席日数（修了基準）に含まれます。

締切：2月26日（金）午後5時必着
【入門・中級クラス】

【申し込み（全クラス）】

港区に在住・在勤・在学の15歳以上（中学生不可）の健聴者で、全回受講できる見込
みがある人。
※過去に受講したクラス（「他の自治体の手話講習会」で同等と認められるクラスも含
む）および下のクラスに申し込むことはできません。
※令和2年度港区手話講習会は新型コロナウイルス感染症の影響で実施見送りとなり、
令和3年度の受講にそのまま移行するため、募集は限定して行います。
5月18日（火）～令和4年2月15日（火）
障害保健福祉センターなど

生活支援係 6230-0282　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

令和3年度 港区手話講習会受講生募集
手話を学んでみませんか？

手話を基礎から学び、
あいさつや自己紹介が
できるよう学習したい人

聴覚障害者との日常会話
ができるよう学習したい人

所定の申込書（※）に記入の上、住所・氏名を
明記した返信用封筒（長形3号【縦235㎜×横
120㎜】・84円切手貼付）を同封し、郵送または
持参にてお申し込みください。
※申込書・募集案内は港社協ホームページ
（http://www.minato-cosw.net/）からダ
ウンロードできるほか、窓口でも配布してい
ます。また郵送希望者は、希望のクラス・住所・
氏名を明記した返信用封筒（長形3号【縦
235㎜×横120㎜】・84円切手貼付）を本会へ
郵送してください。

〒106-0032 港区六本木5-16-45 
麻布地区総合支所2階　
港区社会福祉協議会
生活支援係「港区手話講習会担当」

詳細はこちら

み～しゃグッズ販売中！

経営管理係問い合わせ 6230-0280　℻ 6230-0285☎

ミニぬいぐるみ(高さ約12㎝) 
600円(税込)

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）

「成年後見制度」や
「福祉サービス利用
援助事業」がよく
わからないなぁ。

最近物忘れが
ひどくって

財産の管理に自信が
なくなっちゃったの。

福祉サービスを
利用したいけど
手続きが
難しいなぁ。

私は自分に
何かあったときに
障害のある

この子が心配だわ。

成
年
後
見
制
度
は
難
し
そ
う…

ど
こ
か
相
談
で
き
な
い
か
な
あ
？

へ
ん
な
訪
問
販
売
に

ダ
マ
さ
れ
ち
ゃ
っ
て…

こ
れ
か
ら
の
こ
と
が
心
配
で…

施
設
の
入
所
も
考
え
た
い
ん
だ
が

１
人
じ
ゃ
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か…

大
変
で
す
よ
ね…

親
戚
が
い
な
い
か
ら

財
産
の
こ
と
も
心
配
で…

こんなことに困っていませんか？こんなことに困っていませんか？

制度 契約財産

認知症、知的・精神障害などがあり、日常生活や将来に不安がある人はお気軽にご相談ください!

成年後見利用支援センター

将来

あなたも、
もうひとつの

コミュニケーション

まずはご相談ください！


