
活動①：

◇ 『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。  ◇

ふれあい通信“かんがり” 令和３年度年賀状 最終報告

令和３年度にみなさまから贈られたはがきは、5,068 枚でした！多くのはがきが集まり、

受け取った方々からお礼のお電話や、感謝状もたくさん届いています。
本当にありがとうございました。

“かんがり”では、暑中見舞いはがきも募集します。ひきつづきご協力ください。

「みなとネット」とは 1996 年に発足した港区内に立地する企業各社の社会貢献担当者のネットワークです。

「つながる」「学ぶ」「育つ」をキーワードに、企業の社会貢献担当者同士、港区民と企業人、港区と企業

がともに活動を通してつながり、学び合い、ネットワークが育ちあうことを目的に、各企業の社会貢献活動

に関する情報交換や港区の地域社会貢献活動推進に向けたイベントへの協賛を行っています。

企業の社会貢献担当の皆さん、一緒に活動しませ

んか？地域でネットワークづくりをはじめましょう♪

みなとネットについての詳細は、下記 URL

http://www.minato-cosw.net/material/p

df/minatoneto_no_katsudo.pdf

に、各企業の社会貢献活動

ます。

でご覧いただけます。

ボランティア・地域活動支援係までご相談ください！

活動②：

イベントでは、港区

教育委員会様と次

世代教育をテーマ

に議論しました。

年に１回程度イベントを開催しています。

各企業の特長を活かしたボランティアイベン

トを実施することで、会員企業と港区民、お

よび会員企業同士の交流を図っています。 

昨年１２月に、オンラインと会場併用で「港

区との意見交換」を実施し、官民連携の可能

性を探りました。 

隔月の定例会では、各社が実施した社会貢献

活動の報告や情報交換を行っています。

また、主に区内で活動する福祉関係機関や

NPO 等が活動紹介を行い、企業とつながるき

っかけの場となっています。この２年程はコロナ

の影響でオンライン開催がメインですが、活動は

継続しています。
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クラス 対象 曜日・時間・回数 募集（抽選） 費用

入門

手話を基礎から学び、

あいさつや自己紹介

ができるよう学習を

したい人

隔週火曜

午前10 時～正午

（全20 回）

5 人程度（定員35 人）

（詳細は募集案内を参照）

受講料

無料

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料

350 円

手数料については

募集案内を参照

初級

手話を基礎から学び、

簡単な会話ができる

よう学習したい人

毎週火曜

午後6時30分～8時30分

（全35 回）

12 人程度（定員35 人）

（詳細は募集案内を参照）

中級

聴覚障害者との日常

会話ができるよう学

習をしたい人

毎週火曜

午前10 時～正午

（全35 回）

20 人程度（定員35 人）

（詳細は募集案内を参照）

んせまい行を集募は度年４和令級上

んせまい行を集募は度年４和令成養

※休講に備え、予備日を設定する予定です。

※５月１７日（火）は開講式、令和５年２月１４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。

【申し込み】〒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 生活支援係「手話講習会 担当」

【問い合わせ】生活支援係 TEL：6230 -0282 FAX：6230 -0285

■期 間：5月17 日(火)～令和5 年2 月14 日(火)

■場 所：障害保健福祉センター（芝1-8-23）等

■対 象：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、他の自治体等に手話通訳者として登録等したことがない人。

※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。なお、募集は限定して行います。

※令和３年度の受講内定者のうち、受講希望確認書をご提出いただいた方は申し込む必

要はありません。後日受講内定通知を送付します。

■申し込み方法

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

235mm×横 120mm】・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235mm×横

120mm】・８４円切手貼付）を当会へ郵送してください。

■申し込み締切

◎入門～中級クラス

２月２8 日（月）午後５時必着

■期 間：5月17 日(火)火)火 ～令和5 年2 月14 日(火)火)火

■場 所：障害保健福祉センター（芝1-8-23）等

■対 象：港区に在住・在勤・在学の１５歳以上（中学生不可）の健聴者での健聴者での 、全回受講できる見込

みがある、他の自治体等に手話通訳者として登録等したことがなしたことがなし い人。

※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ラスに申し込ラスに申し むことはできません。なお、募集は限定して行います。
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◇高輪地区ボランティアコーナー
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）
毎週金曜 午前 9 時 30 分～11 時 30 分 

◇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（芝浦 1-16-1） 
毎週月・水・金曜 午後 1 時～4 時

【 受 付 場 所 】◇港区社会福祉協議会 ボランティア・地域活動支援係
毎週月～金曜 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

◇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（南青山 2-16-5）
毎週月曜 午後 2 時～4 時 

◇麻布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）
毎週金曜 午前 9 時 30 分～11 時 30 分

※各地区ボランティアコーナーでの受付は、曜日・時間が限られていますので、ご注意ください。
※土日・祝日・年末年始は職員不在のため受付できません。また、臨時に閉室することがあります。

「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。（詳しくはボランティア・地域活動支援係へ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

加入申込票と払込証明書を【受付場所】に提出して申し込む
※郵送での取り扱いはできません。

お手数をお掛けしますが、受付場所までお持ちください。

ボランティア保険とは、ボランティア活動中の事故によりボランティア本人がケガを
した場合や、ボランティア活動中に他人に対して損害を与えたことにより損害賠償が生
じた場合の補償をする保険です。新型コロナウイルス感染症も補償の対象となりました。

「加入申込票」と「専用払込用紙」は、港区社会福祉協議会、各総合支所、

各いきいきプラザ、各地区ボランティアコーナーに置いてあります。

加入申込票に必要事項を記入する
加入申込票に、申込者（団体の場合は団体名）、住所、連絡先、主な活動内容、加

入プランの人数、金額を記入します。団体加入の場合は＜加入者名簿＞も記入してく

ださい。（申込票に書ききれない時は、加入者全員の名簿 3 部を添付してください。）

令和４年度（令和４年 4 月 1 日以降）のボランティア保険加入は、
3 月中旬以降に受付を始めます。

専用払込用紙で保険料を払い込む（郵便局もしくは銀行）
【郵便局】ゆうちょ銀行 口座番号 00110-6-661682

       東京都社会福祉協議会 ボランティア保険係

【銀 行】みずほ銀行 飯田橋支店 口座番号（普）1502857

東京都社会福祉協議会 ボランティア保険口

※令和４年１月 17 日より、ゆうちょ銀行の窓口や ATM で現金をお振込みいただく

場合、１件ごとに１１０円の振込手数料がかかります。「みずほ銀行本支店窓口」

から専用払込用紙を使って払込みの場合、送金手数料は無料です。専用払込用紙を

使わずに ATM 等で振込んだ時には、送金手数料は加入申込者の負担となります。 

専用払込用紙に

は、払込先が印刷

されています｝
払
込
先

2021 年度（令和 3 年度）の保険期間は、令和 4 年 3 月 31 日までです

◇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（南青山 2-16-5）
毎週月曜 午後 2 時～4 時 

◇麻布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）
毎週金曜 午前 9 時 30 分～11 時 30 分

◇高輪地区ボランティアコーナー
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）
毎週金曜 午前 9 時 30 分～11 時 30 分 

◇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（芝浦 1-16-1） 
毎週月・水・金曜 午後 1 時～4 時

※

込
先

じた場合の補償をする保険です。新型コロナウイルス感染症も補償の対象となりました。
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児童館、中高生プラザ等では、壊れたおもちゃを修理するおもちゃの病院を行っています。 

養成講座を受講して、おもちゃの病院でドクターとして活動してみませんか。 

私たち「世界の子どもにワクチンを 日本委員会」は、開発途上国の子どもたちに

ワクチンを贈り、子どもたちの未来を守る活動を行う民間の国際支援団体です。

現在、全国からお寄せいただいた書き損じはがきや切手などの仕分け整理をお手

伝いいただけるボランティアを募集しています。年齢不問でどなたでもご参加い

ただけます。ご興味ある方はぜひご連絡ください。

歳末たすけあい運動による地域福祉活動助成（令和 4 年度交付分）

■対象団体：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 

■対象事業：（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

■助成金額：対象事業（1）～（3）15 万円まで（4）5 万円まで ※いずれも申請事業費の 75％以内

■受付期間：2 月 14 日（月）～3月 31 日（木）

■申請方法：郵送または持参（要事前予約）※初めて申請される場合は、事前にご相談ください
■必要書類：①申請書  ②見積書（備品購入の場合） ③実施計画書（備品購入以外の事業の場合） 

④申請事業や団体の概要がわかる資料（パンフレット・チラシ等） 

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（http://www.minato-cosw.net/）からダウンロードもできます。 

■申し込み・問い合わせ：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） TEL：6230-0280 FAX：6230-0285 

おもちゃの病院ドクター養成講座受講生募集 

書き損じはがきや切手の整理で、子どもワクチン支援活動に参加

しませんか？ ～ボランティアの募集～

支援国のラオスで 

出会った子どもの笑顔 

■対象者：港区在住・在勤者(20 歳以上)で、区内のおもちゃ病院でボランティアとして平日及び土曜日の 

日中に活動できる人 

■日 時：3 月 19 日(土)午前 10 時～午後 5 時

■場 所：新橋区民協働スペース(〒105-0004 港区新橋 6-4-2 きらきらプラザ新橋 4 階)

■人 数：10 名(申し込み順)

■費 用：無料

■申し込み・問い合わせ：電話で 3 月 11 日(金)までに子ども家庭課子ども青少年育成係へ 

港区子ども家庭課子ども青少年育成係  TEL：3578-2426 

■場 所：認定 NPO 法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会オフィス 

〒108-0073 港区三田 4-1-9 三田ヒルサイドビル 8 階  

■時 間：平日午前 10 時～午後 4時 の間で可能な時間 

■内 容：全国から届く書き損じはがきや切手などの仕分け整理

■費 用：無料

■申し込み・問い合わせ：下記メールか電話までご連絡ください 

Mail：info@jcv-jp.org TEL：03-5419-1081
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