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港社協 Twitter

4 月のお知らせ
ボランティア情報２０２１年別冊
55 のボランティア募集施設・団体

麻布地区ボランティアコーナー 一時使用休止
＊西麻布いきいきプラザが新型コロナウイルス感染症のワクチン接種会場となるため

ご迷惑をおかけします

期間：４月１日（木）から６月３０日（水）
＊状況により延長する場合もあります。ご了承ください。

★利用登録団体

★ボランティア保険加入手続き

「六本木区民協働スペース」
（六本木６－５－１９）の代替え利用が可能です。

本会事務局：麻布地区総合支所２階
（六本木５－１６－４５）で受付けます。

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

助成

公益財団法人 みずほ教育福祉財団
団

第 38 回「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」

本助成事業は、高齢者を主な対象として活動するボランティアグループおよび地域共生社会の実現につながる活動を行っ
ている高齢者中心のボランティアグループに対し、活動において継続的に使用する用具・機器類の取得資金を助成します。
■助成対象
地域において、助成の趣旨に沿った活動を行っている比較的小規模な任意参加のボランティアグループで、次の要件を満
たすもの。なお、反社会的勢力、および反社会的勢力に関係すると認められるグループからの申請は受け付けられません。
(1)必要要件
①グループメンバー：10 人～50 人程度。②グループ結成以来の活動実績：2 年以上 令和 3 年 3 月末日時点）
。
③本助成を過去 3 年以内（平成 30 年度以降）に受けていないこと。④規約（会則）
、年度毎の活動報告書類及び会計
報告書類が整備されており、規約（会則）に定めるグループ名義の金融機関口座を保有していること。
(2)対象外となるグループ
①法人格を有する団体（特定非営利活動法人など）及びその内部機関。
②老人クラブ及びその内部機関。③自治会・町内会及びその内部機関。
■助成金
1 グループにつき 10 万円を上限に、希望内容を踏まえ、選考委員会にて用具・機器の品目および助成金額を決定します。
助成は、計 110 グループ程度を予定しています。
■受付締切：5 月 21 日（金）必着
■申請方法：所定の申請書に必要事項を記入の上、都道府県・指定都市または市区町村社会福祉協議会の推薦を受け、当財団
に直接郵送願います。※社会福祉協議会の推薦手続きは時間を要する場合があります。推薦を依頼する社会福祉協議会に
は必ず事前に連絡を行い、十分な余裕をもって申請書の持ち込みをお願いします。
（送付先）〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-5 公益財団法人みずほ教育福祉財団 福祉事業部
から
形式でダウンロードできます。
応募要領・申請書は、当財団のホームページ
■問い合わせ：みずほ教育福祉財団 福祉事業部 TEL:03-3596-4532 FAX:03-3596-3574 E-mail:
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毎年、東京都、東京都社会福祉協議会、東京都共同募金会は、東京の社会福祉の発展に功績のあった
社会福祉関係者を表彰し、感謝の意を表する「東京都社会福祉大会」を開催しています。
第 69 回大会で、東京都知事感謝および東京都共同募金会会長表彰を受賞された港区の団体・個人の
方をご紹介します。＊前号２月号では、４団体５名の受賞者を紹介しました。

東京都知事感謝

東京都共同募金会
会長感謝

社会福祉に関する公益を目的とする団体
に従事している役職員

募金活動等協力者・団体

齋藤

徳子

赤坂一ツ木町会 様
ツイン一の橋自治会

様

様

あなたの力を地域のために 地域の力をあなたのために

港区社会福祉協議会（港社協）は、地域福祉の
推進を図ることを目的とした民間団体（社会福
祉法人）です。
「つながり、支えあうまち」をめざして、港社
協が実施するさまざまな事業は、皆さまからの
会費や寄付金等によって支えられています。
ご支援・ご協力をお願いいたします。

〔会員種別・年度額〕
個人

１口 1,000 円

団体
(主に法人格のない団体)

法人
(法人格を有する団体)

１口 3,000 円
１口 5,000 円

※郵便局・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。
※港社協事務局窓口でも入会を受け付けています。

※港社協の会員会費は、税制上の優遇措置が
受けられます。

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。

詳しくはお問い合わせください。

【 会員・会費に関する問い合わせ】

経営管理係 TEL：6230-0280 FAX：6230-0285
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新型コロナウイルスの影響で、ボランティアを受け入れたくても難しい施設や病院、
ボランティア活動をしたいけれど、今までと同じようには出来ない…。
ですが、
少しでもオンラインボランティアの活動が広がるように後押ししたい！と開催した講座ですが、
豪華な講師人のおかげもあり大変盛況でした。
個人的に一番印象に残った場面と参加者からの声を紹介します。

PartⅠ 映像のプロに習う Zoom テク 講師…株式会社テレビ東京 IT 推進局配信技術部
技術部
が 失敗は成功 基
多少のトラブルは気にせずに挑戦してみよう！新しい挑戦は腰が引けるものですが、失敗は成功の基。
この講座もその気持ちで開催したので、確かに！と共感しました。

PartⅡ アナウンサーに習う伝える力 講師…株式会社テレビ東京 アナウンス部

名前も聞いたことがなかっ
た専門的な機材についても
ご説明いただき、さすがテ
レビ局さんだと感心しまし
た（笑）
照明の当て方やイヤホン等
やヘッドセット利用時の音声
の違いなど、普段 zoom を
使いながら気付かなかった
事を知り、すぐに改善でき
そうで、大変有り難かったで
す。

オンラインでは実際に会って話すのと違い、微妙なニュアンスやスキンシップでの温もりなど伝わらないもの。
それを少しでもカバーするオンラインの心得！さすがカメラに向かって視聴者と対話するプロの講座でした。
アナウンサーお二人のお声
がとても透き通っていて
zoom でもよく聞こえまし
た。常に発声練習をされて
いらっしゃることを知り、私
もトライしたいと思いまし
た！オンラインの心得、大変
参考になりました。一方通行
の話しにならないように、肝
に銘じたいと思います。

PartⅢ SE に習うセキュリティ対策 講師…株式会社 JAL インフォテック ネットワークサービスグループ
パスワードが小文字だけなど単純だと秒単位で破られてしまうが、複雑にするだけで格段に安全性
が向上することを知りました！難しい内容を簡単に説明していただき、実践につながる講座でした！
大変わかりやすいスライド
とご説明で、セキュリティ
対策について、よく理解で
きました。参加型クイズも
面白くて、あっという間に
時間が過ぎてしまいまし
た。また機会がありました
ら、今後も継続して行って
いただきたいです。
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有償在宅福祉サービス

おむすびサービス 協力会員募集
日ごろの生活での掃除や片づけなどを活かせる地域活動です
“おむすびサービス”は、高齢や病気などにより日常生活で困りごとがある人（利用会
員）と「地域の人のお手伝いがしたい」という気持ちのある人（協力会員）の思いをむすぶ、
地域のたすけあい活動です。
空いている時間を地域の手助けに活かせたら…。仕事や子育てが一段落、何か始めてみ
たい…。そんな思いをお持ちの皆さん、協力会員として活動してみませんか。
●活動時間：月～金曜（祝休日、年末年始を除く）
午前 9 時～午後 5 時（1 回の活動は原則 2 時間以内）
●年 会 費：2,000 円（更新時 1,000 円）
●謝 礼 金：1 時間 800 円・1,200 円 ※別途、実費交通費
●活動内容：日常の家事（掃除/調理/買物等）、通院や外出の付き添い、話し相手 など
（介護などの専門的なことは対象外）
※18 歳以上（高校生不可）であれば、資格や介護経験の有無は問いません。
※登録は随時受け付けております。ぜひお問い合わせください。
◇ 問い合わせ ◇
ボランティア・地域活動支援係 TEL：6230-0284

FAX：6230-0285

港区バリアフリーマップは、高齢者、障害者、乳幼児をお連れの人たちが安心して外
出できるよう、区内の公共施設や交通施設、公園、公衆トイレ等のバリアフリー設備情
報等をまとめたオンラインのマップです。
ホームページに掲載する情報を一緒に作成するボランティアを募集しています。
港区バリアフリーマップ

道路上のバリアフリー調査

道路の傾斜や歩道の幅、点
字ブロックの敷設等年
回
程度調査します。

おすすめコ スの作成
おすすめコースの作成

充実検討会議

誰もが楽しく外出できる
よう散歩コースを作り、掲載
しています。

年に５回程度調査等に
ついて話し合います。

問い合わせ
港区社会福祉協議会
ボランティア・地域活動支援係
TEL： 6230-0284
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コロナ禍における地域活動の支援

ｂｙ
地域福祉係

「地域活動における新型コロナウイルス感染症ガイドライン」発行

⭐基本的な感染対策
マスクの着用をする
・マスクをせずにおしゃべりをすると、感染が広まってしまいます。
をすると、感染が広まってしまいます。
食べるとき、お茶を飲むとき、歌うときなどは気をつけましょう。
マスクをしていても
・くしゃみや咳をするときは、マスクをしていても
咳エチケットを守り、飛沫が飛ばない
ように口元を覆いましょう。

まめに手洗い・手指消毒をする
・石けんやハンドソープで 10 秒もみ洗い後、
流水で 15 秒かけてすすぎましょう。２回くり返すと効果 UP︕
︕
（手洗い後の手指消毒は必要ありません。
）
・外から室内に入ったとき、食事の前、トイレの後などまめに手洗いをしましょう。
・手洗いがすぐにできない場合は、アルコール消毒液での手指消毒も有効です。
日常的な消毒は、
洗剤（界面活性剤）で
OK です。

身のまわりを清潔にする
・机やいす、手すり、ドアノブ、スイッチなど、
よく触るところは消毒液（アルコールなど）を吹きかけ、
紙ナプキンなどで拭きましょう。
（噴霧するだけでは効果が薄れるので、必ず拭きあげる。
）
。
・消毒の前と後は、手洗いを忘れずに。

・消毒や除菌効果をうたう商品は、目的に合ったものを正しく選びましょう。

※最新の新型コロナウイルスの感染症情報を把握し、効果的な感染対策を
行いましょう。

昨年の緊急事態宣言明けにサロン活動を再開する団体に対し、活動するうえで
注意すべき内容をまとめた「地域活動における新型コロナウイルス感染症ガイ
ドライン」を発行し、配布しました。
コロナ禍における対応も変化してきたため、今年の 3 月に第２版を作成し、登
録サロン団体へ送付しました。

「オンラインワークショップ」開催
武蔵野大学 渡辺裕一教授を講師に招き、「今まで何のために地域活動が行わ
れていたのか」を講義していただき、「コロナ禍の取り組み」の報告と、「今
後取り組みたいアイデア」をブレインストーミング方式で出しあいました。ま
たそのアイデアのうち、参加者が実際に取り組みたいと思うテーマを決めて、
グループに分かれて実施に向けた具体的な検討を行いました。

「ウォーキングツアー」開催

「Zoom 使い方、Zoom 教え方講座」開催

オンラインワークショップに参
加した 2 名が「今後取り組みた
いアイデア」実現のために身近
な方々をお誘いし、10 名でウォ
ーキング企画を行いました。今
回の企画を通じて身近にあるけ
れど知らなかった素敵な場所を
見つけることができたようで
す。今後も皆さんが実現したい
アイデアに、一緒に取り組んで
いきます。

コロナ禍によりオンラインツール
を活用する機会が増えたことを受
け、ビデオ会議アプリ Zoom を
“教えられる人を養成する講座”と
“使い方の講座”を開催しました。
今後も継続してオンラインツール
を活用した地域活動の実施に向け
て、取り組みをしていきます。

「コロナ禍の活動事例ヒントブック『今、地域でできること』」発行
ステイホーム中にどのような悩みや困りごとがあったか、サロン活動者にアンケート
調査をしたところ、「参加者の中には再開を望む人と、不安感が強い人で意見が分か
れてしまい、どうしたらいいのかわからない」「他のサロンがどのような工夫をして
いるのか知りたい」といった声が寄せられました。そこで、活動再開に向けてのガイ
ドラインを発行するとともに、コロナ禍でも工夫して活動を続けている人たちの事例
を集め、「ヒントブック」を作成することにしました。作成にあたり、活動事例のヒ
アリングを行ったほか、10 月に区内の活動者向けにハイブリッド形式（オンライン
と会場参加の併用）でワークショップを開催し、そこで意見交換したコロナ禍でも活
動を続ける意味や、この状況を乗り越えるためのアイデアなども盛り込みました。さ
らには、「未来の豊かなつながりアクション」のホームページから事例を引用し、他
府県の活動を紹介するページも作り、広く活動のヒントになるような誌面づくりを心
がけました。

ホームページで紹介しています
地域の人たちと共に地域の中の支えあいのしくみづくりを進めています。
すでに区内でもさまざまなところで活動をはじめている人たちを、本会ホームページの
「みんなの活動紹介します」で掲載しています。
【URL はこちら→http://www.minato-cosw.net/activity/】
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【1 月 21 日】
港区危機管理室防災課地域防災支援井上係長から「港区の災害への取り組みについて」、港区の避難所における感染症
対策などの説明がありました。続いて、社会福祉士、災害支援・防災教育コーディネーター、都立六本木高校総合科目「防
災学」の講師もされている宮﨑賢哉氏の「災害ボランティアの基礎や防災マップ」の講義があり、災害ボランティアとし
て参加するために踏むべきステップなど、幅広い分野の勉強ができました。
【1 月 28 日】
「災害時の要配慮者への支援」をテーマに、宮﨑賢哉氏からどんな人が要配慮者にあたるか、そして実際の避難所の仮
設トイレの写真を見ながらのワークなどをしました。講座の中では、車いすユーザーの福中海人氏から、日常での困りご
とや災害時に想定されることを、具体的にお話いただきました。
【2 月 4 日】
「防災カードゲーム・クロスロード」を使って、災害時に難しい判断を迫られるケースにおいて、どのような対応をす
るかそれぞれ考え、意見を共有しました。
オンラインのみでの実施にもかかわらず 27 名のみなさんに参加していただきまし
た！参加者からは「被災地や被災者への思いやり、ボランティアの心構えなど、大切
なことを教わりました。正解がないかもしれない課題への取り組み方や、災害への日
頃の備えについても、考えるヒントをいただきました。できる活動の選択肢をひとつ
でも増やしたいと思います」などの声をいただきました。

相

談

何ができるか、どん
な活動をしたいのか
などを、ボランティア
センターにご相談く
ださい。活動先や情報
などを紹介します。

登

録

調

ボランティア登録
カードに必要事項を
記入します。登録され
た人には、登録ボラン
ティア限定の情報な
どもご紹介できます。

整

できる限り、ご希望
に沿った活動を紹介
します。わからないこ
とや活動するうえで
の相談など、職員がサ
ポートします。

活動が始まってから
も気持ちよく活動が続
けられるよう、いつで
もお気軽にご相談くだ
さい。

♪まずはお気軽にご相談ください♪

【問い合わせ】ボランティア・地域活動支援係

電話：6230-0284
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ＦＡＸ：6230-0285

（ボランティア登録団体）
（
ボラン
ボラ
ンティ
ティア
ア登録団
登録団体
団体）

コロナ禍でのボランティア活動ご紹介

２月もフードパ
ド ントリーを開催
ドパ
ントリーを開催！
２月もフードパントリーを開催！

会場：増上寺 慈雲
慈雲閣
慈
閣

受け取る側の密集を避けるため、
配布は２回に分けて時間指定制♪
ＨＰには、寄付申込用 Goo
Google
oogl
oo
ogle 入
力フォームがあります♪

寄付品を、時間までに取りに来られ
ない家庭には、今回は宅配の手配！

地域（増上寺）の協力、寄付（法人・団体・個人）
、経済的に困窮している
ひとり親家庭をつなげて、月１回のフードパントリー（食料等配布支援）
を、コロナ禍での密集を避ける工夫を随所に凝らし続けています。ボランテ
ィアの熱量が、寒さを吹き飛ばしていました。

（ボランティア登録団体）

毎月第 1・3 火曜日 17 時半～19
時半、三田いきいきプラザで講師
を招き、マジックの練習をしてい
ます。習得したマジックは区民ま
つりや高齢者施設にて発表し、沢
山の方々に楽しんでいただいてい
ます。コロナ渦では他のボランテ
ィア団体と協力しながら高齢者施
設などにオンラインでマジックを
お届けしています。
また、2 月 21 日には台場区民セ
ンターで港区在住・在勤・在学の
方々向けにマジック講習会を開催
しました。コインやロープを使っ
たマジックを体験してもらいまし
た。
マジックにご興味がある方歓迎！
新規の会員も随時募集中です！！

【問い合わせ】ボランティア・地域活動支援係 TEL：6230-0284 FAX：6230-0285
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スポーツでつながろう！

日 時
５月２２日（土）
５月２９日（土） 午後１時３０分
６月１２日（土）
～４時
６月１９日（土）

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。
スポーツを通じて、つながりをつくりたいと思って
いる人は、ぜひチャレンジしてください！
内 容
パラスポーツ（障害者スポーツ）とは（講座）
スポーツを体験してみよう！（体験）
※ボッチャ等
スポーツをする人を支えるために（講座）

◆対
象：区内在住・在勤・在学者で、パラスポーツに関わりたいと思っている人
◆定
員：30 名（申込順）
◆場
所：港区スポーツセンター アリーナ（港区芝浦 1-16-1 みなとパーク芝浦）
◆参 加 費：無料
◆申し込み：５月１８日（火）までに、電話・FAX（氏名・住所・電話番号明記）で申込み
（手話通訳を希望する人は、５月１０日（月）までにお申し出ください）
◆問い合わせ：港区社会福祉協議会 経営企画担当 TEL：6230-0280 FAX：6230-0285

【加入方法】
① 加入申込票に必要事項を記入
⇒加入申込票は、港区社会福祉協議会のほか、各地区ボランティアコーナー（赤坂・青山、
麻布、芝浦港南、高輪）、各総合支所、各いきいきプラザにあります。

② 保険料を事前に払い込む（郵便局もしくは銀行）
⇒保険料は、350 円～1,400 円（6 つのプラン）です。口座振込でのみ受付けています。

③ 受付窓口に「加入申込票」と「払込証明書」を提出する
⇒港区社会福祉協議会（ボランティア・地域活動支援係）及び各地区ボランティアコーナー
で受け付けています。
※各地区ボランティアコーナーでの受付は職員在室時のみになります。HP 等でご確認ください。

【補償期間】
2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日（中途加入の場合は、加入手続完了日の翌日～2022 年 3 月 31 日まで）
【問い合わせ】
ボランティア・地域活動支援係 TEL：6230-0284 FAX：6230-0285

令和 3 年 1 月～2 月中に、いただいた寄付は次のとおりです。
ご厚意に心から感謝します。
◆使用済切手
約 19.9 ㎏
◆使用済カード 261 枚
◆ 書き損じはがき 499 枚
◆その他
10 件
※使用済切手・カード・書き損じはがきは収集後、
ボランティアによる整理・分類を行ってから換金し、
港区社会福祉協議会のボランティア活動推進事業に
使われています。
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「はじめの会」 溝内始 作

ボランティア入門講座
ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に 関 す る 基 礎 知 識 を 学 び 、
簡 単 な Z o o ｍ の 使 い 方 を 学 び ま す ♪

５月１３日（木） 午後１時半～３時半
ところ：六本木区民協働スペース（六本木 6-5-19 シティハイツ六本木公共施設棟１階）
定 員：10 名（申込順）
参加費：無料
内 容：講義、Zooｍの使い方講座
対 象：これからボランティア活動をはじめたい人や、はじめたばかりの人

ボランティア相談会

これからボランティア活動をはじめてみたい人を対象に、ボランティア相談会
を開催します。時間内であればお気軽にお越しください。予約不要です。

日にち

時間

①

４月３０日（金）

午前９時半～11 時半

②

６月２８日（月）

午後２時～４時

③

７月 30 日（金）

午後２時～４時

ところ

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）
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）

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

歌や踊り、詩の朗読を通じて、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、照明や音響・プロジェ
クター操作等をお手伝いしてくださる実行委員を募集しています。
ご興味のある人はボランティア・地域活動支援係まで問い合わせください！
＜第 1 回実行委員会＞

※実行委員会は年 7 回開催予定です。

時：4 月 23 日(金) 午後 6 時 30 分～8 時
所：①麻布区民センター 講習室 （六本木 5-16-45）
②オンラインツール（Zooｍ）を使用可能な自宅等
◆申し込み：実行委員会に参加希望の人は、事前にボランティア・地域活動支援係
TEL：6230-0284 FAX：6230-0285 へご連絡ください。
◆日
◆場

実行委員は、イベントの開催に向けて
企画・準備を行っていきます。開催前日
には来場者に配布する記念品の準備や会
場の飾りつけなどを、当日はイベントの
運営補助もしていただきます。興味があ
る人は、ご連絡をお待ちしています。
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