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日本は災害大国です。地形や気象条件等から災害が発生しやすい国土といわれています。近年では、
地震や津波の被害に加え、豪雨、豪雪、竜巻などの被害も多発しています。災害から身を守る為には、
日頃から災害への備えをしておくことが大切です。大きな災害が発生したら、その時自分はどう対応
するのか…。災害に対する備えが出来ているか、事前に確認しておきましょう。

・飲料水 3 日分（1 人 1 日

食料や飲料などの
備蓄は十分に用意
できているか

非常用持ち出し
バッグの準備は
できているか

3 リットル目安）
・非常食 ご飯、ビスケッ
ト、板チョコ、乾パン等
大規模災害発生時には１
※大規模災害発生時には１週間分の

非常用持ち出しバッグの内容の例

週間分の備蓄が望ましい
備蓄が望ましいとされています

・飲料水、食料品 ・貴重品 ・救急用品

とされています

・ヘルメット、防災ずきん、マスク、軍手

家具の置き方
は工夫できて
いるか

・懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、充電器
・衣類、下着、毛布、タオル
・洗面用具、使い捨てカイロ、ウェットティッ

・家具は転倒しないよう壁に固定

シュ、携帯トイレ、アルコール除菌

…等々

・家具転倒時に出入口をふさがないよう
災害用伝言

置き方を工夫する

避難場所、避難経路の確認

国土交通省ハザードマップポータルサイト等

ご家族同士の安否
確認方法は決まっ

はできているか

を参考にハザードマップを入手し、避難場所、

ているか

避難経路の確認をしておく
国土交通省

～参考資料～
首相官邸ホームページ「防災の手引き」
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ハザードマップポータルサイト

ダイヤル
171 等

大きな災害が起きた時…

が設置されます！
地震や津波、台風による土砂災害などが発生した場合、
台東区との協定により『台東区災害ボランティアセンター』が設置されます。
お困りのこと、お手伝いして欲しいことをセンターにご連絡ください。
少しでも地域の皆さまのお役に立てるようお手伝いをいたします。
災害ボランティアセンターって何をするところなの？
▲2020 年に開催した
防災訓練の様子です▼

災害が起きた時に被災地へ来て活動するボランティアの活動拠点として
運営されるセンターです。被災者のニーズとボランティアをつなぐ為の
機能を持っています。
災害ボランティアセンターの主な役割
★被災者のニーズ（困りごと）の収集 ★災害ボランティアの受付・登録
★被災者ニーズと災害ボランティアのマッチング・活動の支援
★台東区災害対策本部や東京都災害ボランティアセンター等との連絡・調整
…等々
場所は台東区社会福祉協議会のある『台東区下谷 1-2-11』に設置されます

☆★☆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。
5 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

「集めて送るボランティア」

【種別】 継続の活動です
【お問い合わせ】

国

【内容】
使わないテレカや書き損じはがき、
使用済み切手などをお送りください
【活動日時】
いつでもお時間のあるときに
【活動場所】
どこでも可能。ご自宅で、または職場などで
【条件】
どなたでもご参加いただけます。みなさまから頂
いた書き損じハガキは新しいハガキや切手と交

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 ／ Mail：info@share.or.jp
担当者名：末永・室尾

換し、通信費として使用させていただきます。
送り先 シェア 東京事務局
（〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6
丸幸ビル 5F）
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ボランティア情報
「運転ボランティア募集」

子

「のびのびパレットセミナー
ランチ作り&室内レクリエーション」 障

生

【内容】
フードパントリーの食品を運んでくださる方を
募集しています
【日時】
不定期（月に 2～3 回程度）
1 回あたり 1 時間以内
【場所】
こども極楽堂
台東区清川 1-8-4

【内容】
障害を持ったメンバーたちと一緒に
ランチ作りや室内レクを行います☆
【日時】
5 月 9 日（土）10：15～15：00
【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)
現地までの交通費のご負担をお願いします
【種別】
単発 /継続 の活動です
【お問い合わせ】
特定非営利活動法人りんご村
生活ホームりんご村
TEL：03-3874-7922
担当者名：丸山・渡邊

【条件】
要運転免許、ガソリン代支給
【種別】
継続の活動です
【お問い合わせ】
NPO 法人
台東区の子育てを支え合うネットワーク
TEL：090-9365-1679
担当者名：石田真理子

『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』
【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】

【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

つばさ福祉工房
台東区松が谷 2-6-2

TEL：03-3842-2838
担当者名：鈴木

【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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障

ボランティア情報
『多様で多彩な“チャレンジ”を応援して下さる方を募集します』

障

令和 3 年 3 月“だれでも何度でもチャレンジができる場所”

【条件】 ご経験・年齢不問

として開所しました複合施設です。「就労 B（働く）、生活介護

これまでの活動、やってみたいことを伺ったうえで、

（通う）、グループホーム（暮らす）」の 3 本柱すべてで、台東区

活躍できる内容をご紹介しますので、ご安心下さい。

“初”のチャレンジをしています。どんな方でも参加していただ

【種別】 単発と継続の活動があります

けますので、お気軽にご連絡下さい。

【お問い合わせ】

【内容】 〇就 B＝製パン、菓子製造、カフェ運営、軽作業

障がい者施設「浅草みらいど」

〇生活介護＝運転、音楽、創作活動、ウォーキング、運動

TEL：０３－６８０２－３６２８

〇グループホーム＝話し相手、傾聴、調理、買い物、清掃

担当者名：坂 裕明（さか ひろあき）

【日時】〇就 B・生活介護（平日 9：30～17：00）
浅草みらいど公式ホームページＱＲ ‼

〇グループホーム（365 日）

“チャレンジ”にアクセス

【場所】 障がい者施設「浅草みらいど」
台東区今戸 2-14-3 (吉野通り 東浅草一丁目交差点まえ)

（ＰＣ・スマートフォン対応）

イベント・講座情報
浅草寺福祉会館 相談事業のご案内
《困りごと相談》火・木曜
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

◆事前予約制・相談料無料・秘密厳守・対面相談
◆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。

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（午後）
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。

【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 9 時〜午後 4 時 50 分）

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

