
◇ 『ボランティア情報』の発行には、歳末たすけあい運動の募金が使われています。 ◇

はがき 1枚からできるボランティア
このボランティア活動は、ふれあい通信“かんがり”と言い、
ひとり暮らし高齢者へ暑中見舞いを贈るボランティアです。

＜はがきが、高齢者に届くまで＞

①はがきを、書く ②ボランティア・地域活動支援係
に送る

③区内在住の 75 歳以上の
ひとり暮らし高齢者に届く

＜はがきを、書くにあたってのお願い＞

① 暑中見舞い用のはがき、63 円切手を貼ったはがきを使用してください。

（宛名面にお便りを書くはがきは、使わないでください）

② 宛名面には、何も書かないでください。

③ お便りを書く面に、暑中見舞いの挨拶と、メッセージやイラスト等を書いてください。

④ 完成したはがきを、あなたの住所・氏名を明記した封筒に入れて、下記宛先までお送り

ください。

【宛先】 〒106-0032 港区六本木 5-16-45

港区麻布地区総合支所 2 階

港区社会福祉協議会 ボランティア・地域活動支援係

「かんがり」担当

7 月 9 日(金)必着

ふれあい通信“かんがり”でお預かりし、
宛名を書いて投函する。

東京都港区六本木５丁目１６番４５号

港区麻布地区総合支所 階

社会福祉法人 港区社会福祉協議会

ボランティア・地域活動支援係
電 話 （６２３０）０２８４

ＦＡＸ （６２３０）０２８５

：

（港区社会福祉協議会ホームページ）

〒

2021年６月号
Ｎｏ．483 「はじめの会」

山本康子　作
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地区ボランティアコーナーのご案内
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

「地区ボランティアセンター」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等で

事前に登録が必要になります。また、職員の在室時間にはボランティア保険加入の手続きや、ボランティアに

ついての相談なども受け付けていますので、ご利用ください。

高輪地区　6月1日（火）、あいはーと・みなとに移転します重要
︕

精神障害者支援センター「あいはーと・みなと」2階
（高輪1-4-8）
★職員在室時間★　金曜日　9時30分～11時30分

麻布地区　７月３1日（土）まで一時使用休止中です重要
︕

＊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が、一時利用ができません。

利用登録団体の皆さまへ

「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

ので、ボランティア・地域活動支援係までお電話でお申し込みください。

芝浦港南地区

みなとパーク芝浦1階
（芝浦1-16-1）
★職員在室時間★

月・水・金曜日　13時～16時

赤坂青山地区

青山いきいきプラザ1階
（南青山2-16-5）
★職員在室時間★

月曜日　14時～16時

あなたの力を地域のために　地域の力をあなたのために

港社協会員募集中！
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。

※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。

　　詳しくはお問い合わせください。

個人 １口 1,000 円

団体
(主に法人格のない団体)

１口 3,000 円

法人
(法人格を有する団体)

１口 5,000 円

〔会員種別・年度額〕

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。

【問い合わせ】 ボランティア ・地域活動支援係　6230-0284

【問い合わせ】 経営管理係　6230-0280

地地地地地地地地地地区区区区区ボボボボラララランンテテテティアアアアコーナナナナナナーののののののごごごごごごごご案案案案案案案案内内内内内内
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

「地区ボランティアセンター」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等で

事前に登録が必要になります。また、職員の在室時間にはボランティア保険加入の手続きや、ボランティアに

ついての相談なども受け付けていますので、ご利用ください。

高輪地区　6月1日（火）、あいはーと・みなとに移転します重要
︕

精神障害者支援センター「あいはーと・みなと」2階
（高輪1-4-8）
★職員在室時間★　金曜日　9時30分～11時30分

麻布地区　７月３1日（土）まで一時使用休止中です重要
︕

＊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が、一時利用ができません。

利用登録団体の皆さまへ

「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

ので、ボランティア・地ので、ボランティア・地ので 域活動支援係までお電話でお申し込みください。、ボランティア・地域活動支援係までお電話でお申し込みください。、ボランティア・地

芝浦港南地区

みなとパーク芝浦1階
（芝浦1-16-1）
★職員在室時間★

月・水・金曜日　13時～16時

赤坂青山地区

青山いきいきプラザ1階
（南青山2-16-5）
★職員在室時間★

月曜日　14時～16時

あなたの力を地域のために　地域の力をあなたのために

港社協会員募集中！
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。

【問い合わせ】 ボランティア ・地域活動支援係　6230-0284
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※港区在住・在勤・在学者が対象です。

※申し込み ６月３０日（水）までに、電話・FAX・メールにて、住所・氏名・電話番号・メールアド

レス・受講方法のご希望（会場／オンラインツール Zoom）をお知らせください。

と き ６月１５日(火)、６月２５日（金） いずれも午前９時３０分～正午

講 師 NPO タブレット利活用協会

※ところ 麻布区民協働スペース

※定 員 各回１０人(申し込み順)

※港区在住・在勤・在学者が対象です。

※スマートフォンまたはタブレット、およびイヤホンをお持ちください。パソコンは対象外です。

※申し込み ６月１１日（金）までに、電話・FAX・メールにて、住所・氏名・電話番号・メール

アドレスをお知らせください。

【問い合わせ・申し込み】 地域福祉係

電話：６２３０－０２８１ ＦＡＸ：６２３０－０２８５

メールアドレス：chiiki@minato-cosw.net

地域でのつながりをつくる活動や、孤立を防止するための活動を、新たに始めようとしている人や、

始めたばかりでどのように継続しようか迷っている人に向けて、コロナ禍でも安全に進めるスキルな

どを学びます。

対 象 地域の福祉活動に関心があり、活動を始めたい人や始めたばかりの人

と き ７月３日（土）午後１時３０分～３時３０分

ところ 麻布区民協働スペース

＊オンラインツール Zoomでも受講可（いずれも定員２０人、申し込み順）

講 師 渡辺裕一氏（武蔵野大学人間科学部社会福祉学科教授）

と き ６月１５日(火)、６月２５日（金） いずれも午前９時３０分～正午

講 師 NPO タブレット利活用協会

対 象 スマートフォンやタブレットを持っており、Zoom と LINE のアプリをダウンロードしてい

て、地域の高齢者等へ教えたいと考えている人

対 象 スマートフォンやタブレットを持っており、地域の人とオンライン

ツール（Zoomや LINE）で会話したいと考えている人

と き ６月１５日（火）午後１時３０分～４時３０分

講 師 港社協職員

地域福祉活動・ボランティア活動 パワーアップ塾

オンラインツール教え方講座 ☆「教えたい」と「使ってみたい」をつなぐ☆

地域福祉活動・ボランティア活動 パワーアップ塾

地域つながりづくり講座「はじめたいあなたに伝える１０のコト」

オンラインツール使い方講座 ☆オンラインで会話する方法を学ぶ☆

氏名・電話番号・メールアド

をお知らせください。

かりの人

込み順）

正午

アプリをダウンロードしてい

ライン

い」をつなぐ☆

学ぶ☆
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◆対 象：地域福祉活動を目的とするボランティアグループおよび NPO（法人格の有無は不問）

◆助 成 額：1 件 10 万円～50 万円 合計 1,800 万円

◆申込締切：
申込方法：

6 月 30 日（水）必着 ※FAX による送信は不可

◆ URL （http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/）より申込書をダウンロードするか、

郵送・FAX で 6 月 16 日（水）までに請求し、必要事項を記入のうえ、下記提出先へ郵送。

◆送付先・問い合わせ：〒143-0016 東京都大田区大森北 1-17-4 太陽生命大森ビル

公益財団法人 太陽生命厚生財団 事務局 TEL・FAX：6674-1217

今年の夏は、子どもも大人もボランティア活動を体験してみませんか？
高齢・障害・児童・ボランティア団体・オンライン等、複数の体験メニューを用意して、
お待ちしています！

◆対 象：小学生以上（メニューにより対象年齢は異なります）

◆申し込み条件：説明会にボランティア活動体験をする本人が参加すること
（リモートの体験メニューについては不要）

◆場 所：麻布区民協働スペース（六本木 5-16-46）

◆定 員：各回 20 人（申し込み順）

◆申し込み：7 月 1 日(木)～説明会前日（土・日・祝日を除く）までに電話・FAX

（住所・氏名・年齢・学校名・学年・電話番号を明記）で申し込み

◆日 時：① ７月１１日(日) 午前 10 時～11 時 30 分
② ７月１１日(日) 午後 2時～3時 30 分
③ ７月１３日(火) 午後 5時 30 分～7時
④ ７月１５日(木) 午後 5時 30 分～7時
⑤ ７月２１日(水) 午後 5時 30 分～7時

※活動先など詳細につい
ては、７月 1 日(木)以降
に港社協ホームページに
掲載予定です！

募集
ボランティア

港区立六本木中学校地域コーディネーター

「チーム六中サポーター」（ろくサポ）募集！

六本木中学校では多くの地域の皆様の力を必要としています。

ボランティア活動してみませんか？

◆内 容：学習支援を必要としている生徒さんへの学習指導をお願いします。

学校にて対面指導、もしくはオンライン指導（Zoom の予定）。

◆日 時：毎週火・木 午後 4 時～5 時 （月 1 回の参加でも可）

◆場 所：港区立六本木中学校内（港区六本木 6-8-16）またはオンライン

◆そ の 他：校内活動、オンライン活動とも急な場合を除き、校長面談あり。高校生以上。

公益財団法人 太陽生命厚生財団 2021 年度 社会福祉助成事業
助成

6月のお知らせ

今年の夏は、子どもも大人もボランティア活動を体験してみませんか？
高齢・障害・児童・ボランティア団体・オンライン等、複数の体験メニューを用意して、
お待ちしています！

◆対 象：小学生以上（メニューにより対象年齢は異なります）

◆申し込み条件：説明会にボランティア活動体験をする本人が参加すること
（リモートの体験メニューについては不要）

◆場 所：麻布区民協働スペース（六本木 5-16-46）

◆定 員：各回 20 人（申し込み順）

◆申し込み：7 月 1 日(木)～説明会前日（土・日・祝日を除く）までに電話・FAX

（住所・氏名・年齢・学校名・学年・電話番号を明記）で申し込み

◆日 時：① ７月１１日(日) 午前 10 時～11 時 30 分
② ７月１１日(日) 午後 2時～3時 30 分
③ ７月１３日(火) 午後 5時 30 分～7時
④ ７月１５日(木) 午後 5時 30 分～7時
⑤ ７月２１日(水) 午後 5時 30 分～7時

※活動先など詳細につい
ては、７月 1 日(木)以降
に港社協ホームページに
掲載予定です！

ボランティア活動体験
◆期 間：7 月 26 日(月)～8 月 31 日(火)

◆体 験 先：高齢者・障害者施設、保育園、ボランティア団体、自宅など

◆参 加 費：無料（別途ボランティア保険代 350～1,400 円）

ボランティアグループ等が在宅高齢者または在宅障がい者等のために福祉活動や文化活

動を行うために必要な費用または機器、機材、備品等を整備するための費用に対し助成。

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