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●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

入 会 案 内

※コンビニエンスストアでの払込、銀行口座
振替もご利用いただけます（所定の用紙
を送付いたしますので、お手数ですがご
連絡ください）。

※港社協事務局窓口でも入会を受け付けて
います。

　地域福祉の推進のため、できるだけ
複数口のご協力をお願いします。

　会員とは、港社協の活動に
賛同し、会費によって財政面を
支えてくださる個人や団体・法
人の方々です。

個人会員

会員種別 会費（年度額）

1口 1,000円
団体会員 1口 3,000円
法人会員

※主に法人格のない団体

※法人格を有する団体 1口 5,000円

問い合わせ
経営管理係　
6230-0280

℻ 6230-0285
☎

入会のきっかけなど、港
社協への声をお聞かせ
ください。

2104

※お申込み種別の口にチェック
（□）を入れてください。会員種別・年度額 口数

1口 1,000円□ 個人

□ 団体 1口 3,000円

1口 5,000円

口

口

口□ 法人

社協社協
Minato Council of Social Welfare 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
経営企画担当 ☎6230-0280

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

（略称：港社協）

つな
がり・支

えあうまちをつくるために

ホームページ http://www.minato-cosw.net/ （発行部数 93,350部）令和2年4月1日発行令和3年4月1日発行

港社協の会員会費は、税制上の優遇措置（税額控除）が受けられます。詳しくはお問い合わせください。

会費はこのような
取り組みに活かします
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港社協
マスコットキャラクター
み～しゃです♪



●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 ☎

2

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

心温まるご寄付ありがとうございました！
※敬称略・五十音順

●個人会員 ●団体会員 ●法人会員
１口 1,000円 １口 3,000円 1口 5,000円

〒106-0032 港区六本木5-16-45
TEL 6230-0280
FAX 6230-0285

ホームページ　http://www.minato-cosw.net

コスモス不動産管理（株）
白金台十和会
日本語学習会さくら会

（一社）Para Dance Creators 
(株)丸勝ライン

法人・団体会員の皆さまをご紹介します

地域福祉活動・ボランティア活動
令和３年度 パワーアップ塾
地域福祉活動・ボランティア活動
令和３年度 パワーアップ塾

【対象者】 港区在住・在勤・在学で、地域で活動したいと思っている人
【費　用】 無料（選択プログラムにより、資料代などがかかる場合があります）
【と　き】  5月～9月
【ところ】 プログラムにより異なります。
　　　　 オリエンテーションで詳細をお伝えします。 
【申し込み】  オリエンテーションは、5月10日（月）までに、電話・FAXまたはメール
 で、住所・氏名・電話番号、どちらの受講方法を希望するか①会場での
 受講または②オンラインツール（Zoom）での受講（受講生の電子メール
 アドレス明記必須）で申し込み
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地域福祉推進に
ご支援・ご協力を
よろしくお願いいたします！

　新橋駅前SL広場の交番前
にあるライオンの募金塔をご存
じですか？
　昭和47年に新橋ライオンズ
クラブより寄贈いただいて以
来、皆さまからのあたたかい善
意が寄せられています。令和2
年度も164,933円（2月17日
現在）の募金がありました。あり
がとうございました。
　近くに行
かれた際に
は、ぜひ探
してみてく
ださいね！

知っていますか？
「愛の募金塔」

問い合わせ
経営管理係
6230-0280

℻ 6230-0285
☎

ライオン像募金塔

令和3年1月1日～2月28日受領分
令和3年1月1日～2月28日受領分

※敬称略・受領順（単位：円）

　定年退職後、時間が手に入る反
面、行動範囲や人間関係が狭く薄
くなることに不安がありました。そ
んな時、パワーアップ塾のチラシが
目にとまり、興味を持ち受講しまし
た。講師の話がベースのグループ
ワークが多く、何かをしたいという
気持ちの受講生ばかりのポジティ
ブな雰囲気で啓発されました。
　現在の子ども食堂の活動では、
幅広いタイプの方との交流が増
え、思っている以上に自分が必要と
されていることに気づきました。コ
ロナ禍ですが、必要とされる方に
寄り添う姿勢は崩さず続けていき
たいと思います。　

勝又康雄さん
INTERVIEW

地域で何か
活動したいけど、
どうすればよいか
わからない

セカンドライフは、
ボランティア活動
をしたい

コロナ禍でも
できる活動は
ないかしら

参加してみよう

続けていこう

知ってみよう

参加してみよう

みつけていこう

続けていこう

「オリエンテーション」と「地域福祉活動
を始めるにあたって」を受講し、地域福
祉活動のイメージをつかみましょう。

地域福祉活動のイメージがつかめたら、
選択プログラムに参加してみましょう。

港社協は継続的に活動や学びを
支援します。

ほかの参加者、先輩活動者と交流を深
めながら、同じ『おもい』を持つ仲間を
みつけましょう。

～ここからはじめる地域デビュー～開催します！

　地域福祉活動をはじめるきっかけづくりとなる基礎的な講座や、地域福祉
活動に役立つ様々な分野の知識やスキルを学べる講座などをラインナップし
ています。この講座をきっかけにして実際の活動につながっている卒業生もい
ます。これからはじめようという人だけでなく、コロナ禍での活動のヒントを知
りたい人や、スキルアップを図りたい人にもオススメです。

パワーアップ塾とは

社協社協

Step1

Step2

Step3

髙野定雄  1,628
(株)Ａ＆Ｅ  10,000
文沢圭  10,000
徐淑明  10,000
壹岐一郎  10,000
ライオン像募金塔  164,933

髙野定雄  1,716
東京都書店商業組合 
港支部 支部長 枻川誠一  200,000
東京土建一般労働組合 
港支部 執行委員長 石井正  55,700
(株)Ａ＆Ｅ  10,000

文沢圭  10,000
徐淑明  10,000
匿名  2,000
匿名  2,000
匿名  10,000
匿名  10,000

MAIL : vc@minato-cosw.net



●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

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

み～しゃが聞く！

清水薬局（芝大門2丁目）
今回は清水晴子さんに
お話を伺いました。

法人会員訪問

プログラム名 と　き 講師・内容

講
座
概
要

オリエンテーション
ところ：麻布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

ところ：港区スポーツセンターまたはオンラインツール（Zoom）を使用して 受講できる場所
地域福祉活動を始めるにあたって

パワーアップ塾の受講についての説明と、パワーアップ塾卒業生の活動事例などを紹介します。
イントロダクション第1弾。

誰もが地域で一緒にスポーツを楽しむことができるよう、パラスポーツをする人を支える
メイト（仲間）を養成します。
【内容】「パラスポーツ（障害者スポーツ）とは」、「スポーツを体験してみよう！」等

オンラインでのボランティア活動で重宝する動画の撮影の仕方、編集の仕方などを学ぶ講座
です。

地域福祉活動の専門講師による講座。活動についての知識が、わかりやすく深められます。
イントロダクション第２弾。【講師】熊谷紀良氏（東京ボランティア・市民活動センター）

住民相互の助けあいを推進する会員制の事業で、日常生活で支援を必要とする人に家事や
外出の付添いなどのお手伝いをします。活動に役立つ会員の研修会・交流会を行います。

同じ区民としての身近な立場で成年後見活動を行う社会貢献型後見人（市民後見人）として
活動したい方に対して、基礎講習受講についての説明を行います。

子ども関係のボランティアに求められることなどを学びます。（「育児サポート子むすび」
活動説明会もあります）

災害時のボランティア活動についての基礎を学びます。

福祉施設やボランティア団体での活動を体験します。複数のプログラムの中から選ぶこと
ができます。

STEP2：選択プログラム（1講座以上を選んでください。いくつでも参加可能です）

MINATOパラスポーツメイト養成講座

おむすびサービス研修会
（登録説明会・交流会同時開催）

ボランティア活動体験プログラム
（2021夏！体験ボランティア）
ボランティアスキルアップ講座Part2
～子どもに関わるボランティア養成講座～

ボランティアスキルアップ講座Part1
～オンラインボランティア講座～

5月15日（土）
午前10時～正午
5月22日（土）
午前10時～正午

①5月22日（土）
②5月29日（土）
③6月12日（土）
④6月19日（土）

6月

6月

7月（1回）

港区を「まち歩き」して、魅力を再発見するとともに、講座参加者の親睦をはかります。

区内の福祉施設職員による、コロナ禍でできる施設での活動を紹介します。

オリジナル講座
～地域を知ろう！仲間とつながろう～
オリジナル講座
～港区の福祉活動を知ろう！～

6月
※1時間程度「まち歩き」をします。

7月下旬～8月下旬
（別途説明会があります）

8月～9月

ボランティア団体・地域福祉活動団体をゲストに、受講者との交流を深めます。
グループへの参加や自分たちの活動の参考に！

STEP3：必須プログラム（交流会）
交流会①
～のぞいてみよう！グループの活動～

パワーアップ塾の締めくくり。今後の目標や抱負など、みんなで意見交換しましょう！
自由に意見交換ができる場です。 【講師】山崎富一氏（NPO法人 笑顔せたがや事務局長）

交流会②
～振り返りと、これからの活動に向けて～ 9月25日（土）午前10時～正午

 ※必須プログラム以降の開催場所や詳細は、オリエンテーション後にお伝えします。
 ※開催日時や内容が変更になる場合があります。

STEP1 : 必須プログラム

地区ボランティアコーナー
　身近な地域でのボランティア活動を進めるため、「活動の場」「交流の場」「情報の場」として利
用できる「地区ボランティアコーナー」を設置しています。
　利用できるのは、ボランティアや市民活動を行う団体などで、事前に登録が必要となります。
また、職員在室時間には、ボランティア保険加入手続きやボランティアに関する相談なども
受け付けています。ぜひご利用ください。

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

名　称 住　所 職員在室時間(祝日・年末年始を除く）

麻布地区
ボランティアコーナー

赤坂・青山地区
ボランティアコーナー

高輪地区
ボランティアコーナー

芝浦港南地区
ボランティアコーナー

西麻布いきいきプラザ等複合施設5階
（西麻布2-13-3）
※新型コロナウイルス感染症ワクチン接種
 　のため4月から6月は一時使用休止　 

青山いきいきプラザ1階
（南青山2-16-5）

郷土歴史館等複合施設「ゆかしの杜」6階
(白金台4-6-2)※6月移転予定

みなとパーク芝浦1階
（芝浦1-16-1）　

毎週金曜　
午前9時30分～11時30分

毎週月曜　
午後2時～4時

毎週金曜
午前9時30分～11時30分

毎週月・水・金曜　
午後1時～4時

令和２年度
歳末たすけあい運動募金額 7,167,813円（確定額）
　皆さまからのあたたかいお気持ちを、港区の地域福祉を進めるために活用させていただ
きます。ここに結果をご報告させていただくとともに、皆さまのご協力に心から感謝申し
上げます。
（１月９日～１月14日報告分）◆高輪台町会 2,000円　◆みなと保育園 5,000円

利用してみませんか？

災害ボランティア基礎講座 8月（1回）

7月（1回）

9月（1回）

自分の住む地域で、住民と集まる活動をしてみたい人に向けて、はじめの一歩を学びます。地域つながりづくり講座 6月（1回）

社会貢献型後見人等候補者
養成基礎講習説明会

令和3年4月1日発行 No.117

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

港社協会員になったきっかけはなんですか？

介護保険制度のスタートと共に、介護支援専門員を置
いて地域福祉に関わっており、諸制度の狭間を埋めて
いただいている港社協の活動に共感し、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？

港区で江戸時代から事業を営んでいます。地域密着型
の薬局として、平成12年からは居宅介護支援事業所と
して介護福祉にも携わっており、港社協の車いすス
テーションにも協力しています。

今後、社協に期待していることは何かありますか？

公的な制度（生活保護法・障害者総合支援法・介護保険
法等）の対象からこぼれて困っている人たちや、制度の狭
間にいる人の相談に乗り、社会資源を紹介したり、サポー
トしたりしていただけることを期待します。

A.
Q.

A.
Q.

A.
Q.

これからもよろしくお願いします★

新

新

新

新

新

地域の高齢者などへオンラインツールの使い方を教える人を養成します。オンラインツール教え方講座 6月

午後1時30分
～4時



経営企画担当
6230-0280　℻ 6230-0285

問い合わせ ☎

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 : 4月8日(木)・28日(水)・5月13日(木)・
 26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

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 : 5月13日(木)午後1時30分～3時30分
ところ : 六本木区民協働スペース
定　員： 10人(申し込み順)
参加費：無料
申し込み：5月7日(金)までに、電話・FAX(住所・氏名・
 連絡先を明記)で申し込み。
★相談会は、下表の時間内にいつでもお越しください。

対象者 : 成年後見制度を利用する本人が港区在住で、
 申立人および本人が住民税非課税または生
 活保護受給者で、申立費用を負担することが
 困難と認められること（任意後見は除きます）。

助成対象経費：収入印紙・切手代・戸籍謄本、住民票の写し
 等取得に要する費用・診断書作成費用・
 鑑定費用など上限15万円。
申請方法 : 家庭裁判所への申立て手続き前にご連絡
 ください。
 ※領収書などは大切に保管しておいてください。
問い合わせ： 成年後見推進係

　住民の福祉活動の推進、経営基盤の強化、人材育成や経営戦略計
画の着実な推進のため、4月1日から「経営企画担当」を設置しました。
　地域福祉活動計画、経営戦略計画、人材育成、社会福祉法人との
連絡調整等を所掌します。

事務局組織に「経営企画担当」を
設けました

地域貢献型自動販売機を設置しました（ご報告）

　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。

　港社協では、令和２年度から地域貢献型自動販売機設置事業に取り組んでいます。
　３月に、髙取ロジスティクス(株)のご支援で、売り上げの一部が港社協の地域福祉
活動推進事業に活用される地域貢献型自動販売機の第１号を、第２髙取ビル（芝浦
2丁目）に設置しました！
　髙取ロジスティクス(株)のロゴと、港社協マスコットキャラクター・み～しゃをフラッ
グにあしらったオリジナルデザインの自動販売機です。
　近くに行かれた際はぜひ探してみてくださいね。
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、希望に添えない場合もあります。

受講要件： ●港区在住、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：5月14日（金）～7月16日（金）
とこ ろ：子育てひろば「あい・ぽーと」南青山2-25-1

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（申込順）
受 講 料：無料(研修器具費などは実費負担)

要 件 等：６月１日現在
   35歳未満
採 用 日：６月１日
期　　間：定年制あり
募集人員：若干名
勤務内容：事務・相談援助業務等
勤務時間：午前８時30分～午後５時15分
   月～金曜日

申し込み :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、
   ４月５日（月・必着）までに、〒106-0032
   港区六本木5-16-45 （社福）港区社会福祉
   協議会経営管理係職員採用担当へ
選考方法：課題論文および面接

申し込み : 申し込み用紙に必要事項を記入し、4月26日（月・必着）
  までに「あい・ぽーと」へ郵送
  〈〒107-0062南青山2-25-1 ☎5786-3250〉。

育児サポート子むすび協力会員になりませんか？
「港区子育て支援員研修～あなたの力を地域の子育てに～受講者募集」

＊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。港社協の窓口にもあります。
※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」などの支援者
としても活動できるようになります。

※状況に応じて対面またはオンラインで実施

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

☎6230-0284  FAX 6230-0285

成年後見推進係
☎6230-0283  
FAX 6230-0285

成年後見制度の申立て経費を
助成しています

ボランティア・
地域活動支援係

ボランティア入門講座

とき 場 所

6月28日（月） 
午後2時～4時

7月30日（金） 
午後2時～4時

赤坂・青山地区
ボランティアコーナー
（青山いきいきプラザ1階）
芝浦港南地区
ボランティアコーナー
（みなとパーク芝浦1階）

令和3年4月1日発行 No.117社協社協

4 ●次号は令和3年6月1日発行です。

職員募集について 【常勤】

詳細は港社協ホームページ http://www.minato-cosw.net をご覧ください。

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

経営管理係 6230-0280　℻ 6230-0285問い合わせ ☎

4月30日（金） 
午前9時30分～
11時30分

とき 場 所
高輪地区
ボランティアコーナー（郷土歴史
館等複合施設「ゆかしの杜」6階）

設置にご協力いただいた髙取ロジスティクス(株)の皆さま

問い合わせ： ボランティア・地域活動支援係




