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当日の皆さんの様子を
撮影させて頂きました。
職員の説明を、
皆さんとても真剣に
聞いてくださっています！
都立忍岡高校２年 生活科学科の皆さん

4 月２５日、都立忍岡高校の福祉学習体験プログラムの一環として、

「ボランティアを一緒に考えよう」というテーマのもと、職員による講話を行いました。
ボランティアセンターでは普段どんな事をしているのか、という紹介から始まり、
そもそもボランティアとは何か、実際にボランティア活動をする時に気をつける事とは…等々
職員からお話させて頂きました。
生徒の皆さんからしてみれば聞き慣れない話が多かったと思いますが、
職員の説明に対してメモをとりながら、熱心に耳を傾けてくださいました！
今回の講話をキッカケに、ボランティアについて興味や関心を持って頂けたら幸いです。
また、生徒の皆さんから感想を頂戴いたしましたので、裏面で紹介させて頂きます。
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素敵な感想をたくさん頂戴しました！

・自分がやりたくてボランティアに参加しているけれど、それで良いのだろうか？他人のためではなく、自分がやり
たい、という好奇心のためにやっていて良いのだろうか？と考えたことがあったので、今日、ボランティアとは何
か、何をボランティアというのかを知ることができて良かったです。
・ボランティアは利益を得るために行くのではなく、人のためになりたいなどの気持ちがあってからやるのだと、改
めて考えることができました。身近なところからでも参加できることがあれば、参加して社会の役に立ちたいです。
・中学生の時にボランティアを８か所ぐらい体験していました。今も「子ども食堂」という所で料理の手伝いや宿題
を教えています。学校ではできない体験ばかりなので楽しくて私は好きです。
・話を聞く前はボランティアとはゴミ拾いくらいのイメージしかなかったけれど、ボランティアの活動領域はとても
広いものだと知ることができました。ボランティアの意義や目的なども詳しく知る機会となり、参加してみたいと思
いました。
・ボランティアというものはハードルの高いものだと思っていましたが、そんなことはなく、自分が思っているより
もずっとハードルが低くて、気軽にできるものだと知りました。現在はコロナ禍でできることが限られているとは思
いますが、簡単で自分でもできそうなものからやってみたいと思いました。
・見返りを求めてボランティアをするのではなく、ボランティアをしていたらたまたま見返りがついてきたという風
に考える、という考え方は、人のために色々なことをしようと思える人の素敵な表現だと思いました。
・ボランティアは若い人だけではなく色々な年代の方が参加しているから、色々な価値観を共有できるものなのだと
知りました。また、家でできるボランティアもあるようなので、参加したいと思いました。
・私の父も他区のボランティアセンターで働いています。中学の頃はよく夏のボランティアをやっていて、将来保育
士になりたいと思っているので、保育園のボランティアに参加しました。ボランティアはとても楽しくて、あっとい
う間に時間が過ぎてしまいます。父からも様々なことを聞きましたが、聞いたことのない話もたくさんあり、とても
ためになりました。

一部抜粋して掲載いたしました。全部載せられなくてごめんなさい。
とても励みになります。ありがとうございました！
素敵な感想をたくさんありがとうございました！

☆★☆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。
６月号は、ダルク・セカンドチャンスの方々です。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

【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

【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

【お問い合わせ】
つばさ福祉工房
TEL：03-3842-2838
担当者名：鈴木
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イベント情報
浅草寺福祉会館イベント 映画のひろば 60『はじまりのみち』 ※事前申込制
舞台は昭和 20 年。木下恵介は監督した映画『陸軍』戦意高揚に反するとして次回作の製作
を中止させられてしまう。辞表を出して故郷へと帰る恵介だったが、戦火がすぐそばまで迫っ
てきて…。疎開のため 17 時間にもおよぶ山越えを決意した木下監督の実話を題材に、母と子
の家族愛を描く（2013 年公開）。
監督・脚本：原恵一 出演：加瀬亮、田中裕子

他

日程：7 月 20 日（水）①10:15〜12:05 ②13:15〜15:05
7 月 22 日（金）③10:15〜12:05 ④13:15〜15:05
7 月 27 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 20 名

参加費：無料 申込開始日：6 月 22 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）

『初心者のためのスマホ・パソコン相談会のお知らせ』
【内容】スマートフォン・パソコンの使い方が
分からない方の相談を個別にお受けし
ております。機器を持参いただけると
お持ちいただくとより良いお答えが出
来ると思います。
【日時】Ａ日程：令和４年７月９日（土）
10：00～、11：00～ 各 50 分
B 日程：令和 4 年８月 1３日（土）
10：00～、11：00～ 各 50 分
【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：タイトル名・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
りたいことを詳しく書いて
宛先：〒111-8621 台東区教育委員会 生涯学習課
締切り：Ａ日程：令和４年６月２４日（金）
Ｂ日程：令和４年７月 2９日（金）
【定員】各４人 申込者多数の場合抽選になります
【参加費】無料
【お問合せ】担当者名：台東ＩＴボランティア虹の会
Mail：itniji@yahoo.co.jp

【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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講座情報
『令和４年度第１回 台東区知的障害者（児）
移動支援従業者（ガイドヘルパー）養成研修』
【内容】知的障害者（児）の外出サポートに必要
な知識と技術を学ぶ研修です。申込方法
は台東区 HP、または障害福祉課窓口
へ。

【場所】１日目 台東区東上野４－５－６
２日目 台東区日本堤１－３２－３

【日時】講義：令和４年７月１６日（土）
13：00～18：00
※講義は新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため zoom 等でのオンライン講
義に変更する可能性あり

【定員】１５人

実習：新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、個別に実習いたします。受講が
決定した方には、実習日の日程調整をさ
せていただきます。
【場所】1 日目 台東区役所 １０階
１００２会議室（予定）
２日目 ヘルパーセンターほおずき、
屋外実習（都内予定）

【申込】要
申込者多数の場合抽選になります

【参加費】実費（実習にかかる交通費・食費・施設
入館料など。3,000 円程度）
※費用は実習当日に実費精算させていた
だきます。
※費用はいかなる理由においても返金は
できませんので予めご了承下さい。
【お問合せ】台東区 障害福祉課
「ガイドヘルパー研修担当」
担当者名：山本
（TEL：5246-120７
FAX：5246-1179）

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

