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台東ボランティア・地域活動サポートセンターからのお知らせ①

自宅でできるボランティア
今回の表紙は、先月号から開始した「自宅でできるボランティア第五弾！ボタンつなぎおもちゃをつくってみ
よう！！」に参加した方の作品です。また、はっぴぃのしているマスクもセンターへ届いた麻の葉柄のマスク
となっております。まだ、自宅でできるボランティアに参加したことのない人も、是非この機会に自宅ででき
るボランティアへ参加してみませんか？ ※参加方法はセンターへお問合せください。連絡先は裏面に記載し

てあります。

☆★☆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。
2 月号は、ダルク・セカンドチャンスの方々です。
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台東ボランティア・地域活動サポートセンターからのお知らせ②

自宅でできるボランティア第四弾！
手作り雑巾をつくってみよう！！
集まった雑巾を保育園へお届けしました！
『自宅でできるボランティア第四弾！手
作り雑巾を作ってみよう！！』を 11 月
から開始して、12 月末で、なんと

399 枚の手作り雑巾が集まりました！
地域にお住まいの方から、地域で活動す
るサロン団体、区内都立高校の皆さまな
ど、たくさんの方のご協力のもと、1 枚
1 枚丁寧で想いがこもった雑巾を保育園
へお届けすることができました。ありが
とうございました！
そして早速、センター職員が手分けをし
て、区内 11 か所の保育園へ完成した雑
巾を届けたところ、「こんなにたくさん
ありがとうございます」「すごくきれい
に作ってくれて、ありがとうございま
す」等の声をいただきました！
園児からも「雑巾を作ってくれてありが
とう。大切に使います」とのメッセージ
もいただいております！
左の写真は子供たちからいただいたお
手紙とお届けした雑巾を子どもたちが
使っている写真です！
新型コロナウイルスの影響を受け、ボ
ランティア活動の多くが休止している
なか、今回ご紹介した自宅でできるボ
ランティアのように、外で体を動かさ
なくてもできるボランティアもありま
す。
今回、この記事をご覧になったのをき
っかけに自宅でできるボランティアを
始めてみませんか？「ボランティアを
したい！」という気持ちがあれば、個
人の方だけでなく、会社、学校、グル
ープでのご参加も大歓迎です！お気軽
にご参加ください！
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台東ボランティア・地域活動サポートセンターからのお知らせ③

令和 3 年度より、ボランティア保険の保険料が 300 円から 350 円へと変更となります。また
補償内容も一部改訂があります。ご理解のほどよろしくお願い致します。
改訂内容につきましては、下記連絡先へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
有限会社 東京福祉企画
TEL：03-3268-0910
ホームページ：http://www.tokyo-fk.com/volunteer/volunteer.html

【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。

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
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。

難病の子どもと家族の滞在施設
子
生
ボランティア募集
害
【内容】 キッチン・お風呂の清掃、年 4 回布団交換
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

【日時】 縫製作業・活動についてはお問い合わ
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

【場所】 台東区元浅草 「ぞうさんのおうち」
【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】

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 大畑・今泉

特定非営利活動法人ファミリーハウス
TEL 03-6206-8372 担当 植田桃子
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りんご村
障
宿泊・余暇活動ボランティア募集
【内容】 宿泊活動：宿泊体験の手伝い
余暇活動：外出、室内レクにて介助、交流
【日時】 宿泊活動：平日 16：00～翌 10：00 （日付は
問い合わせください）
※新型コロナウイルスの影響で活動は中止となる場
合があります。
余暇活動：2 月 10 日（水）きらきらカムカムセミナー
19:00～21:00 工作・お菓子作りなど
2 月 20 日（土）のびのびパレットセミナー
10:30～15：00 室内レクリエーション
※参加者の方には、こまめな手洗い、消毒液での手
指消毒、マスク着用など咳エチケットのご協力をお願
い致します。
【場所】 生活ホームりんご村 (台東区千束 3-20-24)
【条件】 18 歳以上(高校生不可) 【種別】 単発でも継
続でも可能です！
【お問い合わせ】
生活ホームりんご村
TEL 03-3874-7922
FAX 03-3875-7222 メール ringomura@nifty.com
担当 丸山・渡邊
国
集めて送るボランティア

た書き損じハガキは郵便局で手数料 5 円を支払い、

「2020-2021 書き損じはがきキャンペーン」
【内容】 ご自宅で集めた書き損じはがきをシェア事務
局までお送り下さい。
【日時】 いつでもお時間のある時に。
【場所】 ご自宅で。又はグループで。

（台東区下谷 1-2-11）
指定地訪問、リモート可
【定員】 1 人～4 人（先着順）
【申し込み】 要 【参加費】 無料
【お問い合わせ】 街の IT ボランティアの会

【条件】 どなたでも参加できます。みなさまから頂い

TEL 090-4250-8502 担当 松井 宏司

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：東京事務局（〒110-0015
東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル 5F）「2020 書
き損じはがきキャンペーン」
【種別】 継続の活動です！
【お問い合わせ】 特定非営利活動法人 シェア＝国
際保健協力市民の会
TEL 03-5807-7581 担当 末永(すえなが)・室尾（む
ろお）

イベント・講座情報
『パソコン・スマホ相談会』
【内容】 パソコンやスマートフォンの使い方を丁寧に
わかりやすくレクチャーします。
・離れている家族と顔を見て話したい。
・スマホを買ったけど操作方法がわからない。
・インターネットを家で使えるようにしたい。
など、どんな小さなお悩み事でもご相談に乗ります。
【日時】 平日 9：00～12：00 【場所】 台東ボランテ
ィア・地域活動サポートセンター内 打合せスペース

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
F A X 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)
毎月第 3 土曜日 9：00～17：00
※新型コロナウイルスの影響のため閉所となる可能性がございます。
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

