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台東ボランティア・地域活動サポートセンターからのお知らせ①

令和元年台風第１９号は１０月１２日に上陸し、各地で多く
の犠牲と被害が発生しました。
災害が起きると被災地の社会福祉協議会(以下社協)では「災
害ボランティアセンター」が設置されます。「災害ボランティ
アセンター」では、復興のために全国から駆けつけてくれるボ
ランティアと住民からのニーズをコーディネートしています。
この度、台東区社協では平成 28 年に災害時相互応援協定を
締結した宮城県大崎市社協に 4 名と東京都内の社協職員派遣
要請を受け、栃木県佐野市社協に職員を 2 名派遣しました。
１月号、２月号ではそれぞれ大崎市と佐野市の報告をしま
す。今号は大崎市社協の報告を次ページにて参加者のコメント
を合わせて紹介します。⇒⇒⇒

☆★☆ご協力ありがとうございます☆★☆
ぼらけいの封入作業等を毎月交替で、ダルク・セカンドチャンスの方々、
地域生活支援センターささらの方々にボランティアで協力していただいています。
1 月号は、ダルク・セカンドチャンスの方々です。

災害派遣報告について

【派遣先】
宮城県大崎市社会福祉協議会
【派遣期間】
第 1 クール
令和元年 10 月 25 日～29 日
第 2 クール
令和元年 11 月

1 日～ 5 日

【派遣職員】
第 1 クール
台東区社会福祉協議会職員 2 名
第 2 クール
台東区社会福祉協議会職員 2 名
●宮城県大崎市社会福祉協議会
【支援内容】
1 クールは主に派遣職員は本部に入っ
てきたニーズやボランティアのコーディネ
ートを現地で大崎市社協の職員とともに
従事しました。現地の拠点では活動のコー
ディネートのほかにも、オリエンテーショ
ン、活動先への案内、休憩場所の確保や送
迎などを担当しました。
2 クールでは進行状況や次の活動内容
を確認し、資機材の手配をしたり、休憩の
案内をするなどスムーズにボランティア活
動が進むように支援を行いました。
【派遣者のコメント】
「水の力は恐ろしい」
大崎市災害ボランティアセンターに派遣され、被災状況を目の当たりにした時に、まず感じ
たことです。建物の壁が水の力によって壊され、大小様々なものが流れ、散乱し、自分の目
線よりも高い場所まで浸水した場所を見て、自分に何ができるのかを考えさせられました。
けれど、災害ボランティアセンターで、災害に真摯に向き合う被災者や、元気なボランティ
アの方々、その方たちの間に立ち、明るさを失わずに支援を続ける大崎市社協のみなさん
の様子にこちらが励まされ、勇気づけられました。被災者の方の家や地域の拠点が片付くた
びに、こわばっていた顔が緩んでいく様子や、ボランティアさんの「災害前よりきれいにして
あげたいね」という優しい気持ちに触れるにつけ、災害ボランティアセンターの役割が被災
地にとってどれほど重要な存在であるかに気づかされました。
今回の派遣を通じて感じたことは、災害ボランティアセンターの活動が終わっても被災者
の生活は続いていきます。災害ボランティアセンターは被災者のその後の生活に目を向けな
がら、支援をしていくことが大切だということを改めて感じ、伝えていきたいと思いました。
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台東ボランティア・地域活動サポートセンターからのお知らせ②

手話講習会受講者募集
～夜間・入門コース～
令和 2 年 1

月 30 日・2 月 6 日・13 日（木）(全 3 回)

これまで手話に接したことがないという方や、手話に興味はあるけれどなかなか一歩
を踏み出せない方を対象に手話講習会・入門コースを開催いたします。
まずは手話に触れてみて、その奥深さを体験してみませんか。
皆様のご応募をお待ちしております！
区内在住か在勤・在学の 16 歳以上で、下記に該当し、
3 回の講座すべてに出席可能な方

対象

原則、手話経験のない方
定員

30 名(先着順)

時間

午後 6 時 45 分～午後 8 時 45 分

受講料

無料

会場

台東区社会福祉協議会(台東区下谷 1-2-11)
FAX、メールの場合は、手話講習会（入門）受講希望と明記の上、

申し込み方法

住所・氏名(ふりがな)・年齢・性別・電話番号・
在勤(学)の方は勤務先(学校)名・所在地・電話番号をご記入の上、
1 月 10 日(金)(必着)までに下記へお送りください。

◇中途失聴・難聴の方はその旨をご記入ください。特別な補助はできませんので、授業に対応できる方に限ります。

会場アクセス

会場・お申込み・お問い合わせ先
台東区社会福祉協議会
(台東ボランティア・
地域活動サポートセンター)
住所：台東区下谷 1-2-11
電話：03-3847-7065
FAX：03-3847-0190
E-mail：taito-vc@jcom.home.ne.jp
(受付時間：月～金 8:30～17:15/
第 3 土曜日 9:00～17:00)
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台東ボランティア・地域活動サポートセンターからのお知らせ③

令和元年度 城北ブロック災害ボランティアセンター相互協力協定
共催事業

この講座では、被災時に子どもや女性、要配慮者がどのような状況に置かれるのかを学
び、過去の災害時の子ども支援や子育て支援のお話を伺います。
後半は、自分たちでどういったことができるのか、地域のどんなつながりを支援に役立
てることができるのか、参加者同士で話し合います。

（女性防災ネットワーク）

（NPO 法人せんだいファミリー
サポート・ネットワーク）

（よりみちステーション）

共催 ｜ 社会福祉法人文京区社会福祉協議会、社会福祉法人台東区社会福祉協議会、社会福祉法人北区社会福祉協議会、
社会福祉法人荒川区社会福祉協議会、NPO 法人東京都北区市民活動推進機構、東京ボランティア・市民活動センター
協力 |

公益社団法人シャンティ国際ボランティア会、一般社団法人ピースボート災害支援センター
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ボランティア情報
介護施設での演奏・演芸・レク・
リラクゼーション等ボランティア募集

活動（お手伝い・マージャン）
ボランティア募集
単発

・ 継続

高齢者

単発

浅草寺病院でのレクリエーション
ボランティア募集
・ 継続

継続

高齢者

【内容】 施設利用者向け 演奏・手芸・レク・リラ
クゼーション等のボランティア
【日時】 月１回、週１回、単発の実施など応相談
【場所】 ソラスト台東ビル 3 階
（台東区台東 2-3-6）
【条件】 資格等不問。ご利用者様と楽しく関わっ
ていただける方大歓迎です！
【お問い合わせ】
デイサービスソラスト台東
（介護施設）
TEL 03-5807-8062
担当 牧野・須﨑

【内容】 利用者さんとお話や配茶・配膳・洗い物、
マージャンを一緒にする。
【日時】 お 手 伝 い：月～土曜日 10：00～15：30
マージャン：火曜日 13：00～15：00
土曜日 10：00～11：30
【場所】 まつがや高齢者在宅サービスセンター
(台東区松が谷 4-4-3
ケアハウス松が谷 2 階)
【お問い合わせ】
まつがや高齢者在宅サービスセンター
TEL 03-3845-6545
担当 江川・南木

単発

・

お話相手、クラブ活動、生活支援の
ボランティア募集

高齢者

単発

【内容】 療養病棟での歌、演奏、フラダンスなどの
レクリエーションのボランティア
【日時】 土曜日(月１回)14：30～15：00
【場所】 浅草寺病院 4 階 療養病棟
（台東区浅草 2-30-17）
【条件】 事前連絡要、交通費無
事前説明有
【お問い合わせ】
社会福祉法人 浅草寺病院
医療福祉相談連携室
TEL 03-3841-3330 担当 川畑

・

継続

高齢者

生活支援

【内容】 お話相手、クラブ活動（麻雀、将棋、
唄、お花など）、生活支援（洗濯など）
【日時】 9：00～18：00 であれば、いつでも可
（応相談）
【場所】 フレスコ浅草
（台東区浅草 5-33-7）
【条件】 特になし
【お問い合わせ】
社会福祉法人 フレスコ会
フレスコ浅草
TEL 03-5824-0255
担当 佐藤

りんご村 宿泊・余暇活動ボランティア募集
【内容】 宿泊活動：宿泊体験の手伝い
障害者
単発 ・ 継続
余暇活動：外出、室内レクにて介助、交流
【日時】宿泊活動：平日 16：00～翌 10：00
（日付は問い合わせください）
余暇活動：1/15(水)きらきらカムカムセミナー 19:00～21:00 工作・お菓子づくりなど
1/18(土)のびのびパレットセミナー 10:30～15:00 お出かけ・室内レクリエーションなど
(時間変更の可能性あり)
【場所】 生活ホームりんご村(台東区千束 3-20-24)
【条件】 18 歳以上(高校生不可)
【お問い合わせ】
生活ホームりんご村
TEL 03-3874-7922 FAX 03-3875-7222
E-mail ringomura@nifty.com 担当 信夫(しのぶ)・丸山(まるやま)
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難病の子どもと家族の滞在
施設ボランティア募集

小児難病の患児・家族の滞在施設に
おけるハウスキーピング
ボランティア募集
単発

・ 継続

単発

・

継続

子ども

子ども

生活支援
【内容】 安心安全安価な第二のわが家を
運営する活動を一緒に支えてください!
【日時】 10：00～20：00（1 回 2～3 時間、
平日土日祝日も同様）
【場所】 台東区元浅草 他都内
【条件】 事前説明会有、要連絡
【お問い合わせ】
認定特定非営利活動法人
ファミリーハウス
TEL 03-6206-8372 担当 尾崎

【内容】 居室や共用部の掃除、物品整理等の作業
をお手伝いくださる方を募集しています。
【日時】 10：00～18：00
【場所】 アフラックペアレンツハウス浅草橋
（台東区浅草橋 1-3-12）
【条件】 事前連絡要。月 1 回以上活動に
参加できる方。交通費支給。
【お問い合わせ】
公益財団法人 がんの子どもを守る会
TEL 03-5825-6387 担当 鎌田

子育て中の母親に対して応援し、寄り添える人になりませんか？
単発

・ 継続

【内容】 子育てで疲れているお母さんへの応援と寄り添い(無料研修あり)
【日時】 第 2・第 4 木曜日 10:00～11：30
【場所】 根岸社会教育館(根岸図書館 1F)
(台東区根岸 5-18-13)
または台東区生涯学習センター
(台東区西浅草 3-25-16)

子ども

【条件】 事前説明有、要連絡、注意事項有、服装自由、交通費無
【お問い合わせ】
NPO 法人 APL・パラカウンセリング研究所

TEL 03-3876-1530 担当 柳沢

子供の学習支援ボランティア(子育て地域サポーター)募集
単発

・ 継続

【内容】 主に小・中学生を対象とした学習支援をしてくださる方を募集します。
【日時】 団体により異なります
【場所】 子供食堂・学習支援を行い、区の支援を受けた団体の活動場所
(台東区内)
【条件】 18 歳以上(高校生を除く)、登録制、エントリーシート有
【お問い合わせ】
台東区 子育て若者支援課

TEL 03-5246-1237 担当 佐藤
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子ども

イベント・講座情報
浅草寺福祉会館 イベント情報
◎相談のご案内 ※事前に予約申し込みをしてください。秘密は守ります。
《困りごと相談》
家族・夫婦・対人関係・教育・福祉など暮らしの中で生じる様々な問題に関する相談を
お受けしております。相談は社会福祉を学んだ相談員（社会福祉士や精神保健福祉士
等）がお受けしております。火・木曜日 10：30～16：00（1 回 60 分）
《法律相談》
相続・不動産・金銭管理・その他、法律に関する相談を弁護士がお受けしております。
土曜日 14：00～16：00（1 回 30 分）
◎他機関との連携・情報交換を行っています。
ネットワークづくり・福祉関連行事の協力 他
◎憩いの場事業を行っています。
各種講座の開催、映画の上映、子供向けプログラムの開催
会場：浅草寺普門会館（浅草寺福祉会館上）
【お申し込み・お問い合わせ】
浅草寺福祉会館（月曜日・祝日休館） TEL 03-3844-5225 （開館時間 9：00～17：00）

子育て中お母さんの『ホッと一息の場』
【内容】 母性に関する勉強とタロット占い、ゲーム・手芸や心を話せるカウンセラーも
いますよ！保育スタッフもいます。
【日時】 令和 2 年 2/13・2/27(第 2、第 4 木曜日) 10:00～11:30 毎月行います！
【場所】 2/13 は根岸社会教育館の和室(台東区根岸 5-18-13)
2/27 は生涯学習センターさくら(台東区西浅草 3-25-16)
【申込】 要申込み 【対象】 母親 【参加費】 無料
【お申込み・お問い合わせ】
NPO 法人 APL・パラカウンセリング研究所
TEL 03-3875-4715 担当 柳沢・増永
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福祉のしごと 相談・面接会(申し込み不要)
【内容】 台東区で福祉(保育・高齢・障害)の仕事を探してみませんか？
資格なし・未経験の方もお気軽にどうぞ。服装・入退場自由です。
【日時】 令和 2 年 1/19(日) 13:00～16:00
【場所】 台東複合施設いきいきプラザ 地下 1 階多目的ホール(台東 1-25-5)
【申込】 不要
【参加費】 無料
【お申込み・お問い合わせ】
社会福祉法人 台東区社会福祉協議会
TEL 03-5828-7545

【ボランティア掲示板(ぼらけい)をご覧になる方へ】
活動内容の詳細につきましては、各団体へお問い合わせください。
掲載されている活動目的・内容が異なっていた場合は、
台東ボランティア・地域活動サポートセンター(03-3847-7065)までご連絡ください。
【ボランティア掲示板(ぼらけい)へ掲載を希望される方へ】
開催・募集月の前月 9 日(9 日がお休みの場合は休み明けの日)までにお送りください。
また、初めて掲載を希望される方は、台東ボランティア・地域活動サポートセンターまで
ご相談ください。

社会福祉法人 台東区社会福祉協議会
台東ボランティア・地域活動サポートセンター
住所 〒110-0004 東京都台東区下谷 1 丁目 2 番 11 号
T E L 03-3847-7065
FAX 03-3847-0190
E-mail taito-vc@jcom.home. ne.jp
開所時間 月～金 8：30～17：15(祝日、年末年始、施設点検日を除く)
毎月第 3 土曜日 9：00～17：00
社協ホームページ ..................http：//taitoshakyo.com/
地域活動支援サイト ..............http：//taito-sc.genki365.net/
Facebook ....................................https：//www.facebook.com/taito.csw

台東社協ホームページ

台東社協地域活動支援サイト
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台東社協 Facebook

