
地区名

01 就労移行支援事業所 
さら就労塾＠ぽれぽれ 秋葉原事業所

団体の活動分野

☎ 03-6806-0350
台東区台東1-32-8  清鷹ビル 2階

就労を目指す障害のある方に事務職を想定した訓練で長く
生き生きと働くためのお手伝いをします。

竹　町

00 団体名

団体の電話番号・FAX
主な活動場所や所在地

※連絡先がない団体は台東ボランティア・地域活動サポートセンターまで
　お問合せください。

活動の内容について

02 NPO法人 カーレットジャパン協会

☎ 03-3835-3251
台東区台東1-11-10  大木ビル 3階

カーレットの普及活動をおこなっています。

竹　町

03 地域ボランティア  ハンドベル

台東区台東3-21-8

“サロン”を中心に地域の子どもたち、人生の先輩（お年寄り）
との交流をおこなっています。

竹　町

72 東京都ボランティアリーダー会グループ

☎ 080-7960-1401
府中市宮町1-100  ル・シーニュ 5階

「気軽に！」 「楽しく！」をモットーに活動をしています。

73 NPO法人 有終支援いのちの山彦電話

☎ 03-3842-5311

人々の苦しみに寄り添い、電話を通して深く傾聴し支援をし
ます。

74 特定非営利活動法人 チャリティーサンタ

千代田区飯田橋1-8-9  ニューシティハイツ飯田橋 707
サンタクロースを通じて社会参加の機会を拡げます。

団体情報の見方 団体が目的としている活動分野

台東区地域活動支援
サイトでの団体情報
詳細を確認したい場合
はこちらから

健康・福祉

観光

歴史・文化・芸術

災害救援・防災

子育て・教育

地域づくり

56 台東手話サークル

☎ 03-3847-4410
台東区松が谷2-5-12  1階

聴覚障害者と「共に活動、共に歩む」をモットーに手話の普及を目
指しています。

その他

スポーツ

男女共同参画社会・人権擁護

環境

情報化・科学技術

国際交流・協力

職業能力開発

05 特定非営利活動法人 ソラノワ

☎ 03-5807-5952
台東区台東3-33-5-604

台東区をベースにした、独身者へのさまざまな出逢い・婚活
支援ネットワークです。

竹　町

06 特定非営利活動法人
ドラマケーション普及センター

台東区台東2-23-4

遊びながら学ぶ体験型メソッド「ドラマケーション」を基盤に、教
育・福祉・文化活動の推進や支援をおこないます。

竹　町

☎ 03-6803-2015
台東区台東1-12-11  青木ビル 3B

カンボジアの子どもたちを対象とした幼児教育の普及活動
を支援します。

07 特定非営利活動法人 幼い難民を考える会竹　町

09 特定非営利活動法人
日本国際ボランティアセンター（JVC）

☎ 03-3834-2388
台東区上野5-3-4  クリエイティブOne秋葉原ビル 6階

1980年にインドシナ難民の救援を機に発足し、現在、アジ
ア、アフリカ、中東で活動している国際協力NGOです。

竹　町

10 特定非営利活動法人 HANDS

☎ 03-5738-7135
台東区東上野1-20-6  丸幸ビル 3階

保健医療の仕組みづくりを通じて、世界の人々の健康を守ります。

東上野

11 特定非営利活動法人
シェア＝国際保健協力市民の会

☎ 03-5807-7581
台東区東上野1-20-6  丸幸ビル 5階

「すべての人に健康を」を目指し、カンボジア、東ティモール、
日本で活動をしている国際協力NGOです。

東上野

08 特定非営利活動法人 自然観察大学

☎ 03-3833-1822
台東区台東1-26-6  植調会館 ２階

自然観察愛好家のみなさんや観察指導にかかわる方々に、楽しみ
ながら観察の視点を身につけていただきます。

竹　町

25 特定非営利活動法人 世界青年友の会

☎ 03-3875-2620
台東区入谷1-6-2  第2太田ビル 2階

来日する各国の青少年との交流をはかります。

入　谷15 一般社団法人 DAC未来サポート文化事業団

☎ 03-6860-3951
台東区東上野4-8-1  TIXTOWER UENO 15階

国内外の青少年健全育成を目指し活動する「みらさぽ」です。

上　野

17 特定非営利活動法人
TBI リハビリテーションセンター

☎ 03-3823-2021
台東区池之端4-10-10

外傷性脳損傷の認知リハビリテーションです。

上　野

18 特定非営利活動法人 文化財保存支援機構

☎ 03-3821-3264
台東区池之端4-14-8  ビューハイツ池之端 102

文化財の保存と修復を通して豊かな社会の構築を目指します。

上　野

19 ITボランティア虹の会

☎ 080-8424-6490
台東区入谷2-16-1

ITをお互いに助け合いながら楽しく活用する事を目的とし
たボランティアサークルです。

入　谷

☎ 03-3875-9286
台東区根岸1-5-12 井上ビル 2階

人々の生活向上や環境保全を目指して活動する国際協力NGO
です。

20 特定非営利活動法人 APEX入　谷

21 特定非営利活動法人
Winds Formula Association

☎ 03-5808-0277
台東区根岸3-6-23-2  ベルドミール日比

モータースポーツを通じ交通事故の撲滅を願う団体です。

入　谷

16 BHNテレコム支援協議会

☎ 03-6803-2110
台東区上野5-24-11  NTT上野ビル別館 6階

情報通信技術を活用した国際協力NGOです。

上　野 26 特定非営利活動法人
APL・パラカウンセリング研究所

☎ 03-3876-1530
台東区三ノ輪1-20-3 ２階

いじめ、虐待予防、子育て支援などをおこなっています。

金　杉

27 特定非営利活動法人 トータルサポートたいとう

☎ 03-5824-2480
台東区竜泉3-19-7

どんな障害があっても地域生活をおくれるよう、ともに考
えながらサポートをしている団体です。

金　杉

☎ 03-5603-0821
台東区竜泉3-19-7

障害者の自立を障害者自身もともにサポートする当事者団体です。

28 特定非営利活動法人 
自立生活センターたいとう

金　杉

29 特定非営利活動法人
母子フィジカルサポート研究会

☎ 03-3806-1388
台東区三ノ輪2-8-2  （株）プチブレスト内

女性や母子が真にQOL（生活の質）を高め、健やかに過ごせ
る社会構築に寄与します。

金　杉

30 特定非営利活動法人
アフリカ地域開発市民の会（CanDo）

☎ 03-3822-1041
台東区谷中2-9-14  第2森川ビル B号

アフリカで協力活動をしています。

谷　中

31 一般社団法人 キッズ・ピボット

FAX  03-5834-2090
台東区谷中2-6-43  澤井ハイツ 102号室

お子様の発達に関する相談教室「Passo a Passo」を谷中に作
りました。

谷　中

44 特定非営利活動法人 サルボン

☎ 03-3843-0876
台東区元浅草4-8-5  イズミインダストリアル（株）内

映画制作やワークショップなどを通し、フィリピンやアジアの
国々との国際理解、国際交流の活動を推進しています。

浅草寿

45 特定非営利活動法人 上野芸友倶楽部

☎ 03-3908-6819
台東区三筋1-10-3

絵画に対する技能習熟と創造により地域文化の振興に寄与しています。

浅草寿

39 Belle vie

☎ 090-7233-9320
台東区浅草橋3-34-10  ドヌール浅草橋 202

「100歳まで楽しく美しく活きる！！」をテーマに活動中
です。

浅草橋

37 公益社団法人
青年海外協力協会 関東支部（JOCA東京）

☎ 03-5829-9760
台東区浅草橋5-25-10  浅草橋1stビル 4階

青年海外協力隊経験者を中心に構成する公益社団法人です。

浅草橋

40 特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

☎ 03-3864-7003
台東区浅草橋1-32-6  コスモス浅草橋酒井ビル 2階

目と耳の両方に障害のある「盲ろう者」の自立と社会参加を支援し
ています。

浅草橋

35 公益財団法人 がんの子どもを守る会

☎ 03-5825-6387
台東区浅草橋1-3-12

小児難病の患児・家族へさまざまな支援活動をおこなってい
ます。

浅草橋

34 特定非営利活動法人 日本声楽家協会

☎ 03-3821-5166
台東区谷中5-2-4

「声楽研究」 「音楽家養成」 「声楽普及」活動をおこなっています。

谷　中

36 特定非営利活動法人
リアルタイム地震・防災情報利用協議会

☎ 03-5829-6368
台東区鳥越2-7-4  エス・アイビル 4階

自然災害のリアルタイム防災情報の活用をおこないます。

浅草橋

38 公益社団法人 日本助産師会

☎ 03-3866-3054
台東区鳥越2-12-2

全国の助産師からなる職能団体です。併設のとりこえ助産院では、
子育て支援活動をしています。

浅草橋

41 特定非営利活動法人 日本子守唄協会

台東区浅草橋1-32-6  長尾第2ビル 4階
子守唄から母守唄まで。子守唄は人間の一生のスペクタクル！

浅草橋

53 特定非営利活動法人 台東メンタルコミュニティ

☎ 03-3843-1035
台東区西浅草2-8-8

地域に居住する精神障害者の人権を守り、自立と社会参加
をはかります。

雷　門 63 特定非営利活動法人 ほおずきの会
地域活動ぐる～ぷほおずき

☎ 03-3871-4035
台東区日本堤1-32-3  小泉ビル

主に知的にハンディキャップがある方の生活をサポートす
る団体です。

清　川

04 特定非営利活動法人 ジャパンハート

☎ 03-6240-1564
台東区台東1-33-6  セントオフィス秋葉原 10階

「医療の届かないところに医療を届ける」日本発祥の国際医療NGO 
です。

竹　町

12 一般社団法人 全国社会人落語倶楽部

☎ 03-6284-2085
台東区東上野3-8-3  窪田ビル 2階

社会人落語愛好家たちの集団です。

東上野

13 東上野外国人夜間相談所

台東区東上野1-20-6  丸幸ビル 3階
台東区で唯一の本当の在住外国人支援NPOです。

東上野

14 特定非営利活動法人
国際子ども権利センター

☎ 03-5817-3980
台東区東上野1-20-6  丸幸ビル 3階

子どもとともに子どもにやさしい社会をつくることを目指す団体
です。

東上野

22 特定非営利活動法人 ガイドヘルプあいサポート

☎ 03-3872-8511
台東区入谷2-20-8  柏崎ビル 1階

視覚障害者のための同行援護をおこないます。

入　谷

23 特定非営利活動法人
快適まちづくり支援センター

☎ 03-5830-7537
台東区下谷1-11-15  ソレイユ入谷ビル 5階

快適なまちづくりを提案するNPO法人です。

入　谷

24 特定非営利活動法人  円形脱毛症の患者会

☎ 03-3874-8835
台東区根岸3-13-8

人に理解されていない難病の啓発、患者同士の交流をはかります。

入　谷

32 傾聴研究会 Heart&ハート

☎ 090-3217-4987
台東区上野桜木1-15-9

傾聴の学習と実践活動をしている団体です。

谷　中

33 一般社団法人 遊心

☎ 03-5809-0509
台東区谷中3-14-1

身近な自然体験を通して、しなやかに生きる人材を育てて
います。

谷　中

42 特定非営利活動法人 Tomos

台東区蔵前4-20-11  大浦ビル 2階
現役介護職員によるNPO法人です。

浅草寿

43 特定非営利活動法人 えん

☎ 03-3843-7669
台東区寿2-8-2  荒井ビル 2階

福祉作業所の運営と、精神保健福祉の啓発事業をおこなっ
ています。

浅草寿

47 一般社団法人  空

☎ 03-6231-6624
台東区東上野6-21-2  サニーハイツ東上野 301

笑顔の絶えない明るい事業所です。 興味のある方はお気軽に見学にお越し
ください。

雷　門

48 特定非営利活動法人  耕房

☎ 03-6231-7580
台東区東上野6-18-17  カーサ・ミナガワ ２階

精神障害をもつ方が自分らしく生活できるよう支援しています。

雷　門

50 Cafe  香逢

☎ 03-5246‐6861
台東区西浅草3-25-16 台東区生涯学習センター 1階

障害者などに対する自立・就労・社会参加の促進と地域コミュ
ニティカフェ創りをおこなっています。

シャンホウ

雷　門

46 特定非営利活動法人
台東区の子育てを支え合うネットワーク

☎ 090-9365-1679
台東区雷門1-3-2  島崎ビル 3階

地域で子どもに寄り添う子育て支援の団体です。

雷　門

51 ヨミトク会

☎ 080-3124-8187
台東区西浅草3-25-32

文化と歴史をエンターテイメントで読み解きます。

雷　門

49 特定非営利活動法人
ベジプロジェクトジャパン

☎ 080-1409-8817
台東区東上野6-25-8 3階

ベジタリアン、ヴィーガンの選択肢をつくっているNPO法
人です。

雷　門

52 アサクサ実行委員会

☎ 090-8346-3232
台東区西浅草1-6-16

台東区における芸術文化発信と普及をおこなっています。

雷　門

71 特定非営利活動法人
ジャパンヒューマンカインド協会

FAX  042-733-9049
中央区銀座7-13-6  サガミビル 2階 

老若男女を問わず広く一般の方を対象に、カウンセリングを
主体として安定した日常生活を送れるようサポートします。

台東ボランティア・地域活動サポートセンター

登録団体一覧

☎ 090-4250-8502

パソコンやスマートフォンの操作方法や活用方法について受講
者や会員同士で教え合う活動をしています。

70 街のITボランティアの会

54 台東リーディングサービス

台東区松が谷1-4-12  松が谷福祉会館

視覚障害のある方や高齢者、識字困難な方々への朗読をおこなっ
ています。

雷　門

57 東京都理学療法士協会 台東区支部 

☎ 03-3876-1463
台東区千束3-20-5

台東区内の病院・施設に在勤する理学療法士の団体です。

馬　道

58 特定非営利活動法人
Healthy Aging Projects for Women

☎ 03-5824-0495
台東区浅草3-4-1

女性の生涯にわたる健康を支援するプロ集団です。

馬　道

60 特定非営利活動法人 りんご村

☎ 03-3874-7922
台東区千束3-20-24

「どんなに重い障害を持った人も、生まれ育った地域で暮らし続け
ていくことができる」ことを実現します。

馬　道

62 特定非営利活動法人
浅草かんわネットワーク研究会

☎ 090-7702-8925
台東区浅草3-4-1

さまざまな状況での在宅医療・自宅医療を支援するプロ医療・介護
集団です。

馬　道

55 東京釣り協会  台東区支部

☎ 090-8857-3657
台東区松が谷1-2-9  メゾン高澤

スポーツでありレジャーである釣りを通して、地域内にお
ける親睦を深めています。

雷　門

雷　門

61 台東区民スポーツ振興協議会

台東区浅草5-34-6
台東区民を対象とした、スポーツ振興を支援する団体です。

馬　道

69 こむすび

子育てや地域に関する活動をおこなうことにより、子ども
たちが生きる力を育みます。

59 NPO法人 ストップ・スモーキング

☎ 03-6802-4722
台東区浅草3-35-2  御山ビル ３階

受動喫煙ゼロ社会を目指して活動しています。

馬　道

67 特定非営利活動法人 友愛会

☎ 03-5603-2829
台東区清川2-16-3

生活上のさまざまな困難にあっている方々に、総合的に支
援することを目的としています。

清　川

☎ 03-3876-8150
台東区千束4-39-6 4階

「認知症やがんになっても、障害があっても、家族やお金がなくても、
地域で最後まで暮せるよう」支援事業をおこないます。

68 特定非営利活動法人
自立支援センターふるさとの会

清　川

66 特定非営利活動法人
訪問看護ステーション コスモス

☎ 03-3871-7228
台東区日本堤1-12-6

地域の保健・医療・福祉の向上に努めています。

清　川

65 特定非営利活動法人
地域生活支援センターささら

☎ 03-3875-1470
台東区橋場1-16-17

障害のある方が通所される日中活動の場です。

清　川

64 特定非営利活動法人 山友会

☎ 03-3874-1269
台東区清川2-32-8

台東区と荒川区にまたがる山谷地域で活動する生活困窮者支援団
体です。

清　川


