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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

NPO 法人に関する専門講座開催のお知らせ
台東区在住・在勤の方、区内で活動する NPO 法人、または今後 NPO 法人や
団体の立ち上げを検討している方等を対象とした専門講座を下記のテーマにて
開催致します。

①「NPO 法人におけるセクハラ・パワハラの実態について」
②「一般社団法人・NPO と労働者協同組合法の違いについて」
講師
日時

塙 創平氏（弁護士・准認定ファンドレイザー）
➀令和４年 11 月 30 日(水)14:00-15:30
②令和４年 12 月６日（火）14：00-15：30
定員
各回先着 20 名
場所
台東区社会福祉協議会(台東区下谷１-２-11)
申込
右記の QR コードもしくは下記 URL からお申込みください。
https://forms.gle/M6NTf4n3VyaWpQxL7
申込開始 １０月３日（月）１３時より
問合せ先 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
TEL：03-3847-7065
申込 QR
MAIL：taito-vc@jcom.home.ne.jp
☆★☆ご協力ありがとうございます☆★☆
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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、しのばず荘
の方々にボランティアでご協力いただいています。
今月号は「しのばず荘」の方々です。いつもありがとうございます！

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ボランティア』 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
TEL：03-3842-2838
担当者名：鈴木

『談話サロン（日本語学習を談話形式で実施）』

国

【内容】
外国の方と談話しながら日本語学習をする
【日時】

【種別】
継続の活動です
【お問い合わせ】サークル「やまとことば」

毎週水曜 PM７：００～９：００
【場所】
生涯学習センター（主に４０３、４０４会議室）
台東区西浅草３－２５－１６
【条件】
無。いつでも見学にお出で下さい。

TEL：0８０-７７２４-３１８８
担当者名：片倉 勉

『ICT（スマホ・パソコン）スキルを生かし、地域で、誰かの役に立ちませんか？

他

私達と共に活動していただける方を募集しております。』
【内容】
初心者向けのスマートフォン・パソコン相談会、
ＺＯＯＭ講座等の実施や、会員内のスキル向上。多様
な世代の会員が和気あいあいと活動しております。
【日時】
土 10 時～12 時 （2 回／月 程度）
【場所】

【条件】
スマホ・パソコンを利用しており、初心者等へ
教えることに興味のある方
台東区内・近辺地域に在住/勤務の方
【種別】
継続の活動です
【お問い合わせ】台東 IT ボランティア虹の会

台東区生涯学習センター
台東区西浅草 3 丁目 25-16

TEL：０５０－３６３５－０４１４
Mail：itniji@yahoo.co.jp
担当者名：中村
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講座・イベント情報
浅草寺福祉会館イベント『映画のひろば 61「ポプラの秋」』 ※事前申込制
大好きなお父さんを亡くした小学生の千秋は、個性あふれる住民が暮らすポプラ荘へと引っ越
すが、新たな生活に馴染めずにいた。そんなある日、大家さんから「亡くなった人へ手紙を届
けることができる」と言われて…。大切な人を亡くした少女と大家のおばあさんの心の交流を
描いた感動作（2015 年公開） ／ 監督・脚本：大森研一 出演：本田望結、中村玉緒 他
日程：11 月 9 日（水）①10:15〜12:05 ②13:15〜15:05
11 月 11 日（金）③10:15〜12:05 ④13:15〜15:05
11 月 16 日（水）⑤10:15〜12:05 ⑥13:15〜15:05
※上記①〜⑥から一つお選びの上、お申込みください。
定員：各回 25 名 参加費：無料 申込開始日：10 月 12 日（水）9:00〜
会場：浅草寺普門会館 2 階（浅草寺福祉会館／台東区浅草 2-31-8）
お申込み・お問い合わせ：浅草寺福祉会館 03-3844-5225（9:00〜16:50／月祝休館）

『令和４年度 台東区重度訪問介護従業者養成研修（基礎課程・追加課程）』
【内容】
重い障害がある方の生活支援に必要な知識と技術を学ぶ研

【申込】
事前に申込が必要です

修です。申込方法は台東区 HP、または障害福祉課窓口へ。
【日時】
令和４年１１月２６日（土）１２月３日（土）４日（日）
各日９時～１９時まで（時間は日によって異なります）
【場所】
１日目
台東区役所１００３会議室
２～３日目 講義室・演習室（株式会社コーラス・ブラザ
ーズ ウィット）
【住所】

【定員】
１０名（申込多数の場合は選考）
【参加費】
無料（※実習にかかる交通費や食費は
自己負担）
【お問い合わせ】
台東区 障害福祉課
「重度訪問介護従業者養成研修担当」
担当者名：堀江

１日目
２～３日目

TEL：5246-120７
FAX：5246-1179

台東区東上野４－５－６
江戸川区瑞江１－３６－１０

【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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講座・イベント情報
『他職種連携で防災・減災について語ろう！
台東区防災士（有資格者） 募集！！』
【内容】
防災士資格を取得後、活動できていない方はいま
せんか？１人で活動し、今後の活動の展開に悩ん
でいる人はいませんか？

【申込】
こちらの登録フォームへ入力ください
https://forms.gle/MtwSLND3XJJAP71H6

台東区在住、在勤の防災士で交流会を通して、新
しい自助・共助のあり方を考えましょう。
今年の年末ごろに第一回目の防災士交流会を開催
したいと考えています。
防災士資格をお持ちで一緒に地域の防災活動へご
協力いただける方、ぜひ、ご連絡をお待ちしてお
ります。

【交流会日時】
令和 4 年 12 月初旬～令和 5 年 1 月下旬を予定
【場所】
台東区内 公共施設を予定
【お問い合わせ】

※会場で直接ご挨拶できるようにと考えています
が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためオ
ンライン開催など、最善の方法にて開催できるよ
う充分に配慮してまいります

日本防災士会東京都支部
（台東区ブロック結成準備委員会）
担当者:金子
TEL:090-6537-9300

※登録いただいた個人情報は防災士以外には使用
いたしません。

Email: bousai.taito@gmail.com

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

