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夏を先取り⁉職員が夏ボラを体験してみたっ！
本誌が皆さんの手元に届くころにはすでに始まっている「夏！ボランティア体験 2021」。皆さんに夏ボ
ラの楽しさをより知っていただくには、職員自身が体験し、自分の言葉で話すことが大切なのではない
かと考えました。
まず、鼻息荒く取り掛かったのは、主担当である某 M 氏。独り言を繰り返しながら、悪戦苦闘していま
した（笑）次に取り掛かったのは２人の女性職員。「あんまりうまくできないけどいい？」と言いながらも、
素晴らしい作品が出来上がりました。

センター職員プチ作品展

作成した職員の感想
・不器用な私でも、こんな上手に作ることができました！是非みなさんも「夏ボラ」へご参加ください！
・ひまわりの中でも比較的簡単に折れます。動物や果物、何でも大丈夫！楽しく参加してくださいね。
・久しぶりに折り紙をやりましたが、完成した時の小さな達成感がたまりませんでした。
職員の作品集とご自身が作った作品と見比べながら優越感に浸るもよし、楽しさや苦労をご家族や友
人と再度共有されるもよし、来年へのモチベーションを高めるもよし、それぞれの楽しみ方で夏ボラを振
り返ってみてください！
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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。
８月号は、ダルク・セカンドチャンスの方々です。

車いすを貸し出しています！
台東ボランティア・地域活動サポートセンターでは無料で車いすの貸出をおこなっています。
自走式と介助式、それに小児用のものも用意しています。お貸出しには、いくつかの条件がご
ざいますので、詳細につきましては、台東ボランティア・地域活動サポートセンター（03-58287546）までお問い合わせください。
さらに区内には 70 数か所の車いすステーションがあり、ご自宅の近くで借りることもできま
す。こちらは貸出期間が原則１週間となっております。保有台数が少ないため、事前に電話で
在庫をご確認ください。 （自走式）
（介助式）
→自分で
操作する
タイプ

2020 年度版

→人に押し
てもらう
タイプ

登録団体 MAP 発行しています！

台東ボランティア・地域活動サポートセンターでは、地域活動団体の支援のために、団体の登録をお
こなっています。このマップは、「ボランティアをしたい」「ボランティアをしてほしい」そんな想いをつなぐ
ために作成しました。自分の住んでいる地域にはどんな活動団体があるのか、ぜひ見てみてください。
団体登録のメリット その① 印刷機の利用が無料（白黒印刷に限る）
その② 器材の貸出が無料（プロジェクター・スクリーン）
その③ 「台東区地域活動支援サイト」に無料掲載
ご登録には要件があります。詳しくはホームページをご覧いただくか、お気軽に台東ボランティア・地
域活動サポートセンター（03-3847-7065）までお問い合わせ下さい。

団体登録 MAP と地域活動支援サイト
それぞれの QR コードが

にあります。
(団体登録 MAP)

（地域活動支援サイト）

【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
国
集めて送るボランティア
【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ください
【日時】 いつでもお時間のあるときに
【場所】 どこでも可能。ご自宅で、または職場など
で
台東区東上野１－２０－６ 丸幸ビル５階
【条件】 どなたでもご参加いただけます。みなさま
から頂いた書き損じハガキは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 シェア 東京事務局
（〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸
ビル 5F）
【お問い合わせ】
シェア 東京事務局
TEL 03－5807－7581／Mail info@share.or.jp
担当者名： 末永・室尾

活動を一緒にして下さるボランティア
障
さをり織りの縫製をして下さる
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 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。（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。）
【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
生
子
害
難病の子どもと家族の滞在施設ボランティア
【内容】 キッチン・お風呂の清掃、年 4 回布団交換

子
はがきを送るボランティア
【内容】 ご家庭・職場にある書き損じはがき害
をお送りください。
【日時】 いつでも

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

【場所】 ご家庭や職場などどこでも
台東区
【条件】 どなたでもご参加いただけます。お
送りいただいた書き損じはがきは新しいはが
き・切手と交換し、通信費として大切に使わせ
ていただきます。
送り先 111-0034 台東区雷門１-３-２ 島崎
ビル３F
【種別】 継続の活動です！
【お問い合わせ】
NPO 法人 台東区の子育てを支え合うネット
ワーク
TEL 090－9365－1679
担当者名：石田
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イベント・講座情報

障
【8 月 15 日開催】りんご村ワークショップ

◎浅草寺福祉会館

【内容】 音楽ワークショップでの手伝い、交流
【日時】 8 月 15 日 13 時～15 時
参加希望の方は、りんご村にお電話ください♪
【場所】 生涯学習センター407 研修室
台東区西浅草 3 丁目 25-16
【条件】 18 歳以上（高校生不可）
【種別】 単発・継続の活動です！
【お問い合わせ】
生活ホームりんご村
TEL 03－3874－7922
子
担当者名：丸山・渡邊
害
『台東区子ども家庭支援センター事業
ノーバディズパーフェクト』託児ボランティア
【内容】 ０歳～３歳までの子どもの保育補助
【日時】 令和３年 10 月 12 日～11 月 16 日
13：00～16：00（毎週木曜日）
【場所】 台東区立台東子ども家庭支援センター
台東区台東１－25－５
【条件】 子どもに関わる資格、免許を持っている
方。
【お問い合わせ】
日本堤子ども家庭支援センター
TEL 03-5824-2535
担当 日本堤子ども家庭支援センター 武井

《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

相談事業のご案内

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

