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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

昨年の 10 月から開始した自宅でできるボランティア「切手ボランティア」ですが、ありがたいことに様々
な方にご協力いただいております。２月末時点で 140 人(延べ人数)の参加、整理した切手は約 60kg にもなり
ます！さて、今回は「切手ボランティア」に参加してくれた高校生達の活動の様子を掲載しています。先月号
に続き「自宅でできるボランティアのイメージが湧かないな」という方は、是非ご覧になってください！
記事を見て自宅でできるボランティアに興味を持った方、是非この機会に参加してみませんか？※参加方法
はセンターへお問合せください。連絡先は P4 に記載してあります。

☆★☆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。
4 月号は、ダルク・セカンドチャンスの方々です。
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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

東京都立忍岡高等学校の高校生達が切手ボランティアに参加！！！
現在、台東ボランティア・地域活動サポートセンターでは自宅でできるボランティアをボラン
ティア掲示板にて紹介しています。その中のひとつ、切手ボランティアですが、東京都立忍岡高
等学校の高校生達が参加してくれました！

高校生からの感想（一部抜粋）
●使い終わった切手なんて役に立たないと思っていましたが、私たちの
知らないところでこんなにも役に立っていることを知り驚きました。
●普段なら捨ててしまうであろうものが、このように役に立つというこ
とがわかったので、ほかにも調べて社会の役に立つことがあればやって
みたいと思うようになりました。
●切手から周囲 5 ミリ幅を切る作業で、難しくはない作業でした。
今回は切手ボランティアへ参加してくれた様子を紹介しました
が、切手以外のボランティアにも参加してくれています！そちらに
ついては次回のボランティア掲示板で紹介していきますので、楽し
みにお待ちください！なお、切手ボランティアについては当センタ
ーへお問い合わせいただくか、こちらの QR コードに詳細を載せて
いるので、是非ご覧ください。
自宅で切手ボランティア

⇑ 切手を５ミリ幅に切り取ってくれています。

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

台東区防災フェアへ参加しました！
3/13（土）、3/14（日）の 2 日間、生涯学習センター１階アトリ
ウムで台東区防災フェアが実施されました。台東区社会福祉協議会は
『台東区災害ボランティアセンター』のパネル展示を行いました！災害
ボランティアセンターは、大規模な災害が起きた時にボランティア活動
を円滑に進めるための拠点となります。台東区では台東区社会福祉協議
会が災害ボランティアセンターにあたります。
大規模な災害が起きたら、全国各地からボランティア活動者を集い、
被災した人たちの困りごとを解決していきます。被災状況に応じて困り
ごとは変わりますが、例えば、家の片付けや清掃、話し相手などのボラ
ンティア活動を行います。
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④

第３０回ボランティアフェスティバル中止
令和３年４月２９日(祝)に予定しておりました第３０回ボランティアフェスティバルについて
は、新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見通せず、参加団体や来場者の皆様が安全に、安心し
て参加できる状況ではないことから、昨年度に引き続き中止することといたしました。楽しみにお
待ちいただいていた皆様には申し訳ございませんが、参加団体及び活動者への健康・安全面を第一
に考慮した上での決定ですので、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
2

【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。

ボランティア情報
凡例：高⇒高齢者 障⇒障害者 子⇒子供 国⇒国際 生⇒生活支援 災⇒災害 他⇒その他
活動を一緒にして下さるボランティア
さをり織りの縫製をして下さる

障

隅田川を舞台にした音楽×アートの
フェスティバル「隅田川怒涛」を

子
害
他

国

ボランティア募集
【内容】 活動を楽しんで下さる方、さをり織り
縫製作業を行って下さる方を募集しています。
【日時】 縫製作業・活動についてはお問い合わ
せ下さい。
【場所】 つばさ福祉工房（台東区松が谷 2‐6‐2）
【条件】 事前説明をいたします。見学をお願い致
します。
【種別】 継続の活動です！
【お問い合わせ】
つばさ福祉工房

一緒に盛り上げませんか？
【内容】 会場設営・撤収、来場者対応・誘導、参加
型プログラムのサポート、ほか
【日時】 2021 年春（詳しい日程は説明会でお知らせ
します）
【場所】 隅田川周辺（詳しい場所は説明会でお知ら
せします）
【条件】 ・18 歳以上の方（2021 年 4 月 1 日時点、高
校生を除く）・『隅田川怒涛』春会期の活動日程のう
ち、1 日以上参加できる方・4 月下旬開催予定のサ
ポーターオリエンテーションに参加できる方・参加に

TEL 03-3842-2838 担当 大畑・今泉

あたり「同意書」に同意いただける方。
【種別】 単発の活動です！
【お問い合わせ】
NPO 法人トッピングイースト
TEL 080-9671-7507 担当 宮﨑
ボランティア参加申し込みフォーム：
http://www.toppingeast.com/topics/1640/

障
軽作業とお話相手のボランティア募集
【内容】 作業をしながら休憩時間などでお話相
手をしてください。
【日時】 平日（月～金）10:00～15:00 までの間の
２時間程度
【場所】 こすもす浅草橋（台東区浅草橋 1-34-10 難病の子どもと家族の滞在施設
子
生
稲垣ビル 6 階）
ボランティア募集
害
【条件】 事前連絡要、服装自由、注意事項は事 【内容】 キッチン・お風呂の清掃、年 4 回布団交換
前説明の際にお話しします。交通費無、事前説
等、日頃の家事のスキルを活かした活動。
明有。※興味のある場合、事前見学歓迎（要連
【日時】 毎月第四金曜日 10：30～12：30
絡）
【場所】 台東区元浅草 「ぞうさんのおうち」
【種別】 継続の活動です！
【条件】 事前にオンラインでの説明会有、要連絡
【お問い合わせ】
【種別】 継続の活動です！
一般社団法人東京障害者就労サポート協会
【お問い合わせ】
TEL 03-6795-1012 担当 野口 和男
特定非営利活動法人ファミリーハウス
TEL 03-6206-8372 担当 植田桃子
3

りんご村
障
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
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） ※緊急事態宣言が発令中の
間は活動休止となります。
余暇活動：4 月 10 日（土）のびのびパレットセミナー
10:30～15：00 室内レクリエーションを予定。
4 月 14 日（水）きらきらカムカムセミナー
19:00～21:00 工作・お菓子作りなど
※参加者の方には
〇こまめな手洗い、消毒液での手指消毒
〇マスク着用など咳エチケットのご協力をお願い致し
ます。
【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) 【種別】 単発でも継
続でも可能です！
【お問い合わせ】 生活ホームりんご村
TEL 03-3874-7922
メール ringomura@nifty.com
担当 渡邊

た書き損じハガキは郵便局で手数料５円を支払い、
新しいハガキや切手と交換し、通信費として使用さ
せてい ただきます。 送り 先：東京事務局（〒 1100015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル 5F）

【場所】 ご自宅で。またはグループで。
【条件】 どなたでも参加できます。みなさまから頂い

【お問い合わせ】 街の IT ボランティアの会
TEL 090-4250-8502 担当 松井 宏司

「書き損じはがきキャンペーン」宛
【種別】 継続の活動です！
【お問い合わせ】 特定非営利活動法人 シェア＝国
際保健協力市民の会
TEL 03-5807-7581 担当 末永(すえなが)・室尾（む
ろお）

イベント・講座情報
『パソコン・スマホ相談会』
【内容】 パソコンやスマートフォンの使い方を丁寧に
わかりやすくレクチャーします。
・離れている家族と顔を見て話したい。
・スマホを買ったけど操作方法がわからない。

・インターネットを家で使えるようにしたい。
など、どんな小さなお悩み事でもご相談に乗ります。
【日時】 平日 9：00～12：00 【場所】 台東ボランテ
国
集めて送るボランティア
ィア・地域活動サポートセンター内 打合せスペース
『書き損じはがきキャンペーン』
（台東区下谷 1-2-11）
【内容】 ご自宅で集めた書き損じはがきをシェア事務 指定地訪問、リモート可
局までお送り下さい。
【定員】 1 人～4 人（先着順）
【日時】 いつでもお時間のある時に。
【申し込み】 要 【参加費】 無料

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
※新型コロナウイルスの影響のため閉所となる可能性がございます。
来所前に上記連絡先までお問い合わせください。
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

