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結果発表～！！！
多くの方にご参加いただいた「夏！ボランティア体験 2021」。皆さんが作ってくれた素晴ら
しい作品は別の機会にご紹介する予定ですが、先にアンケートが集計できましたので、一部抜
粋してお届けします。全般的に「楽しかった！」「やってよかった！」という好意的な感想が
多く、大変励みになりました。はっぴいのコメントとともにお楽しみ下さい。
「夏！ボランティア体験 2021」に参加した理由を教えてください
・ボランティアのホームページを見て、ボランティア初心者でも参加できると思い参加させていただ

きました。
ありがとうございます。来年も参加してくれますか？
・学校の課題だから
正直！（笑）でも、きっかけはなんだっていいんです、やってみることが大切です。
・楽しそうだったから/学校でチラシをもらって興味がわいたから
隣席で担当者がうれし泣きしてます（笑）
・幼稚園教諭を目指しているため経験をしたかった/将来青年海外協力隊に参加したいと思ってる

ので小さなボランティアにも参加したかったから。
少しでも手助けになれたのならうれしいです。そしてこの経験をぜひ他の人や後輩に伝え
ていって欲しいです。

ご感想やご意見、寄付先の団体・施設へのメッセージ等をご自由にお書きください
・「ぬいもの」を初めて経験させてあげられました。「むずかしい…」「もう…やめたい」など弱音をは

いていましたが、しっかり完成させていました。良い経験だったと思います。母より
そこに愛はあるんか？ここにありました。
・夏を感じてください。
はい、しっかり感じました。
・はじめてやらせていただき、とても大変なことが分かりました。リベンジしたいです！！
ぜひ！
・手にした子ども達、そして先生方の笑顔に繋がれば嬉しいです。
・コロナ禍で施設運営やボランティアは色々と大変なことが多いと思いますが、頑張ってください。
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☆★☆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。
10 月号は、ダルク・セカンドチャンスの方々です。

実習生に聞く！こんなトコロだよ！台東社協
台東区社会福祉協議会では、大学生が社会福祉士実習を行いました。実習から何日か経ったある
日、社協についてのインタビューを行いました。
Q.台東社協での実習を通して、社協、そ
してボラセンはどんなところだと感じま
したか？

日本社会事業大学
大髙(おおたか)さん
社会福祉協議会には、地域で暮らす人々のため
に、人としての幸せや心が豊かになるサポートをし
ている所というイメージはありましたが、そのため
の方法や、どのような部署があるかを具体的に知り
ませんでした。
今回、実習をさせていただき、様々な支援の内容
がわかり、とても勉強になりました。職員の皆さん
は私にとても優しく接してくださり、相談に来る
方々も安心して話ができる場所だと感じました。
特にボラセンは人と人をつなぐ役割を担っている
部署なので、ボランティアに興味・関心のある方は
活用した方がいいと思いました。
～編集後記～
将来は「スクールソーシャルワーカーになりたい」と語ってくれた大髙さん。
資格取得の先を見据えて、実習に臨む、彼女の志の高さが垣間見えた瞬間でした。
台東社協で学んだことを、今後進む道で生かして欲しいと思います。
【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。
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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
子
『台東区子ども家庭支援センター事業
害
◎活動を一緒にして下さるボランティア
ノーバディズパーフェクト』託児ボランティア
さをり織りの縫製をして下さるボランティア
【内容】 ０歳～３歳までの子どもの保育補助。
【内容】 活動を楽しんで下さる方、さをり織り縫製
【日時】 令和４年１月１３日～２月１７日 13：00～16：00
作業を行って下さる方を募集しています。
（毎週木曜日）
【日時】 縫製作業・活動 お問い合わせ下さい。
【場所】 台東区立日本堤子ども家庭支援センター
【場所】 つばさ福祉工房
台東区日本堤２－２５－８
台東区松が谷２－６－２
【条件】 子どもに関わる資格、免許を持っている方。
【条件】 事前説明があります。見学をお願い致し
【種別】 単発の活動です！
ます。（状況により、感染症予防の為、見学をお断
【お問い合わせ】
りする場合もあります。ご了承下さい。）
日本堤子ども家庭支援センター
【種別】継続の活動です！
TEL 03－5824-2535
【お問い合わせ】
担当者名：武井
つばさ福祉工房
TEL 03－3842-2838
国
◎集めて送るボランティア
担当者名：大畑・今泉
【内容】 ご自宅で集めた書き損じはがき使用済み切
手、使わなくなったテレホンカードなどを、シェア東京
◎Ｃａｆｅ香逢シャンホウ店内での
障 事務局までお送りください。
サポートボランティア
【日時】 いつでもお時間のあるときに
【内容】 カフェ運営サポート（接客・洗物・清掃な
【場所】 どこでも可能。ご自宅で、または職場などで
ど）。
台東区東上野１－２０－６ 丸幸ビル５階
【日時】 土曜日 ９時３０分～１３時
【条件】 どなたでもご参加いただけます。みなさまか
【場所】 Ｃａｆｅ香逢シャンホウ
ら頂いた書き損じハガキは新しいハガキや切手と交
台東区西浅草３－２５－１６ 台東区生涯学習セ 換し、通信費として使用させていただきます。
送り先 シェア 東京事務局
ンター１階
【条件】 お店の運営を理解して下さる区内・近辺 （〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル
5F）
地域に在住の方。
【種別】 継続の活動です！
【お問い合わせ】
【お問い合わせ】
Ｃａｆｅ香逢シャンホウ
特定非営利活動法人 シェア＝国際保健協力市民の
TEL 03-5246-6861 担当 坂本
会
TEL 03－5807－7581/Mail info@share.or.jp
担当者名：末永・室尾
障
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イベント・講座情報
『初心者のためのスマホ・パソコン相談会のお
知らせ』
【内容】 １回５０分以内で無料です
スマホ・ノートパソコン使用の方はなるべく持参くだ
さい。
【日時】 Ａ日程：令和 3 年１１月１３日（土）
１０：００ ～ １１：５０
B 日程：令和 3 年１２月 11 日（土）
１０：００ ～ １１：５０
【場所】 生涯学習センター
台東区西浅草３－２５－１６
【申込】 要
往復はがきに、講座名・希望日程・希望時間・住所・
氏名・電話番号・スマートフォンかパソコンを使って
やりたいことを書いて
〒111-8621 台東区教育委員会 生涯学習課まで
締切り Ａ日程：令和 3 年 10 月 29 日（金）
Ｂ日程：令和 3 年 11 月 26 日（金）
【定員】 各（４）人 抽選
【参加費】 無料
【お問い合わせ】
担当者名：台東ＩＴボランティア虹の会
Mail itniji@yahoo.co.jp

◎浅草寺福祉会館 相談事業のご案内
《困りごと相談》火・木曜
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社会
福祉士や精神保健福祉士等の相談員がお受
けしております。
《法律相談》土曜
相続・不動産・金銭貸借・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。
◆事前予約制・相談料無料・秘密厳守
◆感染症の状況により変更・休止の場合がありま
す。
◆毎週・毎月などの定期的なご相談ではなく、１回
ごとになります。
【ご予約・お問い合わせ】
浅草寺福祉会館（月曜・祝日休館）
台東区浅草２−31−８
TEL 03−3844−5225
（開館時間 午前 10 時〜午後４時 30 分）

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
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台東社協 Facebook

