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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

東京都立忍岡高校生徒作：ボタンつなぎおもちゃ

☆★☆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。
５月号は、ダルク・セカンドチャンスの方々です。

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②

東京都立忍岡高等学校の高校生達がフェルトのおもちゃ作りに参加！
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、ボタンつなぎおもちゃ作りですが、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！
保育園に提供してもらった生地でおもちゃ作りをしてもらいました！
作ったボタンつなぎおもちゃは、保育園へ届けて園児に使ってもらっています！

高校生からの感想（一部抜粋）
縫物をするのは得意な分野で、納得いくものが作れたと思いま
す。布、糸、ボタンの色の組み合わせがたくさんありましたが、配
色に工夫しました。
縫い方も、可愛らしく丈夫なブランケットステッチにしてみまし
た。初めての縫い方なので、難しかったです。数をこなすうちに上
手にできるようになりました。今回、このようなボランティアを受
けなければ、挑戦しなかったと思うので、大変良い経験となりまし
た。（生活科学科２年 Y さん）
フェルトのおもちゃ作成といった些細なことをしたのですが、そ
れでも誰かの役に立てているのだと思うととてもやりがいを感じま
した。なかなか普段ボランティアをするほうではないけれど、でき
ることがあればもっと積極的に取り組んでいきたいと思います。
（生活科学科２年 S さん）

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

エコキャップ回収終了のお知らせ
今まで長年にわたり、皆様にご協力いただいたエコキャップの回収ですが、令和３年４
月末をもちまして終了することとなりました。
今までご協力いただいた皆様には改めて感謝申し上げます、ありがとうございました。
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

使用済み切手の回収にご協力下さい。
ご自宅や会社に使用済み切手はありませんか？台東ボランティア・地域活動サポートセンターで
は、使用済み切手の寄付を随時、受け付けています。ご寄付いただける方は事前にセンター（033847-7065）までご連絡下さい。

【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。
※緊急事態宣言の発令等により、中止や変更の可能性が

ボランティア情報

あります。詳しくは各団体に直接お問い合わせ下さい。

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
Café 香逢シャンホウ店内でのサポート

障

活動を一緒にして下さるボランティア

ボランティア募集
【内容】 カフェ運営サポート（接客・洗物・清掃な
ど）
【日時】 日曜日 13 時～17 時
【場所】 Café 香逢シャンホウ（台東区西浅草３25-16）
台東区生涯学習センター１階
【条件】 お店の運営を理解して下さる区内・近辺
地域に在住の方
【種別】 継続の活動です！

さをり織りの縫製をして下さる
ボランティア募集

【お問い合わせ】
Café 香逢シャンホウ
TEL 03-5246-6861 担当 坂本

【種別】 継続の活動です！
【お問い合わせ】
つばさ福祉工房
TEL 03-3842-2838 担当 大畑・今泉

障
大会開会式等での手話ボランティア募集
【内容】 聴覚障害のある方に、手話でルール説
明をして欲しい。
【日時】 令和３年６月５日 10 時～18 時
【場所】 台東区リバーサイドスポーツセンター
（台東区今戸１-１-10）
【条件】 手話のできる方。事前打ち合わせは電
話にて。交通費の支給なし。
【種別】 単発の活動です！
【お問い合わせ】
日本ピックルボール協会
TEL 090-6549-3255 担当 紙谷 正人

障

【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 お問合せ下さい
【場所】 つばさ福祉工房
台東区松が谷２-６-２
【条件】 事前説明を致します。見学をお願い致しま
す。（状況により、感染症予防の為、見学をお断りす
る場合もあります。ご了承下さい。）

高
他
IT や英語、囲碁の指導にご協力 子
害
いただける方募集
【内容】 IT 講習会や IT サロン、英語や囲碁の支援活
動のアシスト
【日時】 随時
【場所】 ばんゆうクラブ
豊島区駒込 3-20-14 ソシアル蔵１F-２
【条件】 人と接するのが好きな方（薄謝進呈）
【種別】 継続の活動です！
【お問い合わせ】
きゅりっと
TEL 03-6672-7012 担当 石川

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した場合は活動休止
となります。
余暇活動：５月１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。
５月 12 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
子
害
難病の子どもと家族の滞在施設ボランティア
募集
【内容】 キッチン・お風呂の清掃、年 4 回布団
交換等、日頃の家事のスキルを活かした活動
【日時】 毎月第四金曜日 10：30～12：30
【場所】 ファミリーハウス「ぞうさんのおうち」
（台東区元浅草）
【条件】 事前にオンラインでの説明会有、要連絡
【種別】 継続の活動です！
【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
担当者名：植田桃子

集めて送るボランティア募集

国

【内容】 ご自宅で集めた書き損じはがきをシェア東京
事務局までお送り下さい。
【日時】 いつでもお時間のある時に。
【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
た書き損じハガキは郵便局で手数料を支払い、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（〒110-0015 東京都台東区東上
野 1-20-6 丸幸ビル 5F）
【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 Mail:info@share.or.jp
担当 末永(すえなが)・室尾（むろお）

他
パトロールランニング
地域の見守りボランティア募集
【内容】 上野警察署・台東区行政と一緒にパトラン
活動を行っています。
【日時】 毎月第２木曜日 19：30～20：30
【場所】 上野警察署前（台東区）
【条件】 ・コロナ禍のため、状況によって中止とする
場合があります。
・交通ルールを守れること。
・３km を走れる人
（走行は走るより遅く、歩くより早く、すぐに止まれる
速度です。）
【種別】 継続の活動です！
【お問い合わせ】
パトラン東京
TEL 090-5510-8652
メール patorun.tokyo@gmail.com
担当 渡部（わたなべ）

イベント・講座情報

体験わくわくプログラミング
（東京都社会福祉協議会後援）
【内容】 超かんたんプログラミング言語“ビスケット”で
絵を描いて動かしたり色を変えたりしながらプログラミ
ングとはどんなものか体験できます。
【日時】 ①春日会場
5/19・6/2（各水） 16：20～17：50
②駒込会場
6/12・19・26・7/3（各土） 13：00～14：30

『キーボードを使わない IT 講習会』
（東京都社会福祉協議会後援）
【内容】 パソコンの入門コースはマウス操作から
ホームページ閲覧までキーボードを使えなくても
大丈夫＾＾
iPhone／Android コースはアプリを使って可能性
を体験。
【日時】 ①パソコンの基礎１
・水曜クラス 6/9・23・30・7/14 14：35～16：10
②初めてのｉＰｈｏｎｅ

【場所】 ①春日会場：文京区社会福祉協議会
文京区本郷 4-15-14 文京区民センター4F 活動室 B
②駒込会場：ばんゆうクラブ

・水曜クラス 8/4 9：30～12：30
③初めてのＡｎｄｒｏｉｄ
・水曜クラス 8/4 13：30～16：30
【場所】 ①パソコンの基礎１：ばんゆうクラブ
豊島区駒込 3-20-14 ソシアル蔵 1F-2
②初めてのｉＰｈｏｎｅ/③初めてのＡｎｄｒｏｉｄ：文京
区社会福祉協議会
文京区本郷 4-15-14 文京区民センター4F 活動
室B
【申し込み】 要 【参加費】 教材・事務費 1,200
円

豊島区駒込 3-20-14 ソシアル蔵 1F-2
【申し込み】 要
【定員】 ①春日会場 15 名（先着順） ②駒込会場 12
名（先着順）
【参加費】 無料
【お問い合わせ】
きゅりっと
お問い合わせ：03-6672-7012
担当者名：石川・饗場（あえば）

『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
ィア・地域活動サポートセンター内 打合せスペース
（台東区下谷 1-2-11）
指定地訪問、リモート可
【申し込み】 要 【参加費】 無料
【定員】 １人～４人（先着順）
【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

【定員】 各クラス 10 人（先着順）
【お問い合わせ】
きゅりっと
お問い合わせ：03-6672-7012
担当者名：石川・斎藤

『あなたの目が地域の安全を守ります。
～今すぐできるボランティア活動～』
【内容】 あなたの趣味や健康管理・ダイエット

『あなたのランが地域の安全を守ります。
～今すぐできるボランティア活動～』
【内容】 あなたの趣味や健康管理・ダイエットが、

が、地域の安心・安全に
街のみまもりスタートアップ編：「街の変化に気
づける目へ
【日時】 令和３年５月 10 日（木）19：00～20：00
【場所】 台東区役所 正面入口前
〒110-8615 台東区東上野４-５-６
【定員】 ４人（先着順）
【申し込み】 要 【参加費】 無料
【お問い合わせ】
パトラン東京
障
patorun.tokyo@gmail.com
担当者：渡部・阿部

地域の安全・安心に
街のみまもり実践編：「走って防犯 パトロールラ
ンニング」
【日時】 令和３年５月 13 日（木） 19：30～20：30
【場所】 上野警察署前
〒110-0015 台東区東上野４-２-４
【定員】 ４人（先着順）
【申し込み】 要 【参加費】 無料
【お問い合わせ】
障
パトラン東京
patorun.tokyo@gmail.com
担当者：渡部・阿部

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)
※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

台東社協 Facebook

