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夏！ボランティア体験 2021

開催決定！

☆夏！ボランティア体験とは
夏休み期間中にボランティアを体験できるイベントです。この体験をきっかけにして、ボラン
ティアの最初の一歩を踏み出してみませんか？今年は新型コロナウイルスが、これ以上広がら
ないように、施設や団体などに行かないで、自宅でもできるボランティアとなっています。
開催期間：７月 20 日（火）～８月 31 日（火）
対象者や参加費、活動場所など、詳細は中折のチラシをご覧ください。
皆さまの参加を心よりお待ちしております！

都立忍岡高校でボランティア講話を行いました！
５月 24 日に都立忍岡高校で福祉学習体験プログラムの一環として「人間と社会」～ボ
ランティアを考える～というテーマで講話を行ってきました。
社会福祉協議会とは何か？ボランティアとは何か？生徒の皆さんにとって、普段あまり
考えたこともないことだったと思います。それにもかかわらず、職員の説明に耳を傾け、
熱心にメモを取る姿を見て、少し胸が熱くなりました。講話を聞いて、自分の地域やボラ
ンティアについて、より興味・関心を持って考えるきっかけとなればうれしいです。
そんな生徒の皆さんのリアルな声と姿をお届けします。
裏面に感想あります
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・自分の意志や興味で周りの人が少しでも幸せになるのなら、少しでも力になれればよいなと
思いました。高校生になったので社会貢献をできるようになりたいです。
・使用済み切手やベルマークなどを集めて社会貢献ができるなら、是非協力したいと思った。
今まで、特に集めようと思わず気にせず捨てていた。でも、社会のために役立つのであるな
ら、もっと意識を高めて協力していこうと思った。
・今回お話をうかがい、社会福祉協議会について、ボランティアについて知ることができまし
た。地域の一員として、地域に少しでも貢献できたらいいと思うので、切手集めなども続けて
いこうと思いました。
・当たり前だと思っていた「ボランティア=非営利」という考えを改めて認識できた。
今後、組織に入らずとも、自らボランティアができる人になりたいと思った。
・ボランティアには興味があるけれど、なかなか参加しにくいと感じていました。本日のお話
をうかがい、手芸や折り紙のボランティアなら気軽に活動することができると思いました。
・ボランティアをするには、自分の気持ち、意識が大事だと改めて知りました。これからはボ
ランティア活動に対して積極的な気持ちを持ち、自分からできることを探して多くのボランテ
ィアに参加していきたいと思いました。
・国際協力ボランティアやパソコン操作ボランティアなど、知らなかったものがたくさんあ
り、ボランティアに興味が持てた。自発的に取り組む意識を持ちたいと思うようになった。

☆★☆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。
７月号は、ダルク・セカンドチャンスの方々です。
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ボランティア活動便利帳

発行してます！

そろそろ「ボランティアがしたい！」「地域にどのような施設・団体があるのだろ
う」、そのような熱意を持った方も多数いらっしゃるかと思います。台東ボランテ
ィア・地域活動サポートセンターでは、２年に１回「ボランティア活動便利帳」と
いって、各団体がどのようなボランティアを募集しているのか、一目でわかる冊子
を発行し、社協や区の施設に置いてあります。職員渾身の力作となっております！
ぜひ手にとってご覧いただくか、右記の QR コードからアクセスしてみて下さい！

【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。
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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
障
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

子
『台東区子ども家庭支援センター事業
害
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

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
他
パトロールランニング
地域のみまもりボランティア
【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
【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
MAIL patorun.tokyo@gmail.com
担当者名：渡部（わたなべ）

講座情報
『令和３年度 第１回 台東区知的障害者ガイドヘルパ
ー養成研修』
【内容】 知的障害者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。
【日時】 講義：令和３年８月 21 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
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 1003 会議室（予定）
台東区東上野４－５－６
２日目 ヘルパーセンターほおずき、屋外実習（都内予定）
台東区日本堤１－32－３
【申し込み】 要
【定員】 10 人（抽選）
【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。
【お問い合わせ】
台東区 障害福祉課 「ガイドヘルパー研修担当」
担当者名：土屋 （TEL：5246-120７ FAX：5246-1179）
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イベント・講座情報
①『あなたの目が地域の安全を守ります。〜今す

◎浅草寺福祉会館

ぐできるボランティア活動〜』
②『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】 ①あなたの趣味や健康づくりが、地域の安
心・安全に繋がります。
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」
② あなたの趣味や健康づくりが、地域の安心・安全
に繋がります。
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】 ①令和３年７月５日（月） 19：00～20：00
②令和３年７月８日（木） 19：30～20：30
【場所】 ①台東区役所 正面入口前 〒110-8615

《困りごと相談》
火・木曜（１回 45 分）
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（１回 30 分）
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。

台東区東上野４丁目５番６号
②上野警察署前 〒110-0015
東京都台東区東上野４丁目２番４号
【申し込み】 要
【定員】 ①４人（先着順） ②４人（先着順）
【参加費】 無料
【お問い合わせ】

相談事業のご案内

◆事前予約制・相談料無料・秘密厳守
◆ご相談は「面接相談」となりますが、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）

パトラン東京
お問い合わせ：patorun.tokyo@gmail.com
担当者名：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
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台東社協 Facebook

