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「はじめの会」溝内始氏 作 （港区社会福祉協議会ホームページ）

令和 4 年度（4 月 1 日以降）のボランティア保険は、3 月以降に受付を始めます！

①記入する

加入申込票に必要事項を記入する
「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。

専用払込用紙で保険料を払い込む【郵便局もしくは銀行】

②払い込む

【郵便局】ゆうちょ銀行 00110-6-661682
払
東京都社会福祉協議会ボランティア保険係
込
】
みずほ銀行 飯田橋支店 (普)1502857
【銀
行
先
東京都社会福祉協議会ボランティア保険口

｝

専用払込用紙に
は、払込先が印刷
されています。

※ゆうちょ銀行では専用払込用紙を使って窓口・ATM から現金で払込みの場合 110 円の手数料が
発生します。（ゆうちょ銀行の通帳やカードを利用し口座からの払込みの場合は除きます。）
※みずほ銀行各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各銀行（ゆうちょ・みずほ）へ振込む場合、振込手数料が発生します。

③提出する

「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
保険料の負担をします。詳細はボランティア・地域活動支援係へお問い合わせください。

加入申込票と払込証明書を下記【受付場所】に提出する
※郵送での受付はできません。お手数ですが【受付場所】までお持ちください。

【 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
港区麻布地区総合支所 2 階（六本木 5-16-45） 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
◇芝浦港南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）
みなとパーク芝浦 1 階（芝浦 1-16-1）
毎週月曜 午後 2 時～4 時
毎週月・水・金曜 午後 1 時～4 時
◇麻布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
西麻布いきいきプラザ等複合施設 5 階
精神障害者支援センター
（西麻布
あいはーと・みなと 2 階（高輪 1-4-8）
◇ 2-13-3）
『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。
◇
毎週金曜 午前 9 時 30 分～11 時 30 分
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。
※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。
【問い合わせ】ボランティア・地域活動支援係 TEL：6230-0284 FAX：6230-0285
◇

『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。

◇

＼＼地域の活動情報が、簡単に検索できるようになりました／／
友だちづくり、健康づくり
地域のみんなでスタートしよう！

令和４年３月
麻雀できるところが
近くにないかなあ

OPEN！

最近、疲れやすいな…
体操教室に行こうかしら

ボランティアに参加して
特技を活かしたいな

サロンに参加して
友だちを作りたいわ

それ、

で検索できます！

＞＞＞ https://chiiki-kaigo.casio.jp/minato
教室

スマホ・タブレットでも
探せるのね！

サロン

交流の場・通いの場・社会参加
ボランティア活動・しごと
イベント
生活支援（食事・買い物・入浴等）
高齢者や家族の相談・支援
情報紙・マップ
・・・など
＊高齢者向けの事業や活動団体の情報を
主に検索できます。

＜＜＜

ボランティア

スタみな

●掲載内容は順次更新していますが、最新の情報でない場合がありますのでご了承ください。詳しくは各活動
団体・問合せ先にご確認ください。
●スタみな！の検索方法マニュアル・掲載を希望する団体様へのご案内などは、港区の公式ホームページに掲載
しています。 港区 URL： https://www.city.minato.tokyo.jp

【問い合わせ】

港区社会福祉協議会

地域福祉係
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TEL：6230-0281

FAX：6230-0285

助成

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 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
■申請締切：3 月 31 日(木)必着
■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

「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

１,６６３,５６３円（２月７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。
ご協力ありがとうございました。
【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）
TEL：6230-0280 FAX：6230-0285

“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

7,512,513 円（１月３1 日現在）

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。
いただいた募金は、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。
【問い合わせ】港区社会福祉協議会 経営管理係 TEL︓6230-0280 FAX︓6230-0285

車いすの貸し出しを行っている車いすステーションが１か所増え、区内３４か所
になりました。一時的に車いすが必要になった人に車いすの貸出を行っておりま
す。ぜひお近くの車いすステーションをご利用ください。
また港社協では、車いすステーションの開設にご協力いただける企業や団体等を
募集しております。ご興味がありましたら、港社協までお問合せください。 事務局長

奥寺様
理事長

【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 FAX︓6230-0285

剱持様

＜新ステーション＞
ワクチンを 日本委員会
認定 NPO 法人 世界の子どもにワクチンを
住所：三田 4-1-9 三田ヒルサイドビル８階
TEL：03-5419-1081
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１月２２日（土）、社協登録ボランティア団体の皆さんと、区内施設の担
皆さんと、区内施設の担
ました。８団体、４施設
当者が集まり、ボランティア団体交流会が開催されました。８団体、４施設
が集まり、オンラインも併用しながら、にぎやかな会となりました。
会となりました。
第１部では各団体の活動内容の説明に加えて、ハンドマッサージや、いす
に座ったままできるレクダンスを体験したり、フラダンスや手話ダンス、
ダンスや手話ダンス、車
いすダンスの映像を鑑賞しました。第２部は施設の紹介、
紹介、ボランティアの受
ました。
入れ状況などを施設のご担当者に説明していただきました。
座ったままできるレクダンスをみんなで体験♪
座
たままできるレクダンスをみんなで体験♪

第３部の交流会ではテーマに沿って全員で意見交換を行いました。参加者の皆
さんからは、「コロナ禍で思うように活動ができない」、「発表できる場所がな
い」、「大人数で集まって練習ができない」「ボランティア活動する人が減って
いる」などの共通する悩みを抱えていることがわかりました。しかしそんな今だ
からこそ「他団体とも力を合わせて、お互いを補完し合いながら一緒にできるこ
とを模索して行こう！」という非常に前向きな意見が出ました。他団体とのコラ
ボレーションについて具体的な提案が出たりと、今後の活動や新たな試みにつな
交流会終了後もお話が尽きませんでした！

がるきっかけになったのではないかと思います。ご参加いただいた皆様、本当に
ありがとうございました！！

◆ 第４１回 共に生きるみんなの歌と踊りのつどい ◆
◆
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 2 日(土)に麻布区民センターで開催します。
このイベントで発表する詩を募集します。作品の一部は朗読や曲をつけて発表します。ご応募いただいた作品は詩
歌集にし、当日プレゼントします。また企画や準備、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。
＜詩＞
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、FAX または郵送、持参で 4 月 20 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。
＜第１回実行委員会＞
◆日 時：4 月 22 日(金) 午後 6 時 30 分～8 時 ※実行委員会は年 7 回開催予定
◆場 所：麻布区民センター 講習室 （六本木 5-16-45）またはオンラインツール（Zoom）
◆申し込み：実行委員会に参加希望の方は、事前にボランティア・地域活動支援係へご連絡ください。
◆申し込み：実行委員会に参加希望の方
方は、事前にボランティア・地域活動支援係へご連絡

実行委員とボランティアの皆さん

ステージ発表

毎年大盛り上がりのディスコタイム♪

※2019 年 7 月に開催された第 39 回の様子です。

＼みんなでつくりあげる、楽しいイベントです。 皆様のご参加をお待ちしております♪／
【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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FAX：6230-0285

