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自宅でできるボランティア
先月号から開始した「自宅で切手ボランティア」ですが、ありがたいことに様々な方にご協力いただいており
ます。まだ、自宅でできるボランティアに参加したことの無い人も、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？

※「自宅で切手ボランティア」への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。
11 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

先月号でもお伝えしたように、現在、区内でボランティアを受け入れている場所は少ない状況で
す。そこで、今月号のぼらけいでは、このような状況下でも工夫しながらボランティアを受け入
れている NPO 法人ファミリーハウスへオンライン取材をしました！そして、社協に社会福祉士
取得のために実習に来ている大学生が、今回、以下の記事を作成してくれました！
是非ご覧ください！！

NPO 法人ファミリーハウスって？
「ファミリーハウス」は、小児がんなどの難病治療のために、自宅
を離れて専門病院で治療を受ける子どもとその付き添い家族のため
の滞在施設です。私たちは、1991 年から活動を始め、現在都内に
9 カ所、21 部屋を運営しています。子どもの病状やご家族の状況を
考慮しながら滞在施設の紹介をし、受け入れています。

ボランティアについて
私たちの活動は、数多くのボランティアの協力によって運営されていま
す。登録人数は 2019 年時点で 344 名、年代を問わず幅広い方がボラ
ンティア活動をしています。現在もボランティア募集を行っており、ハ
ウスキーピング（清掃、備品管理など）やハウス近くの小さな花壇の手
入れを手伝って下さる方、オンラインでできる事務処理などを協力下さ
る方を募集しています。ボランティアに求める一番の事は、同じ目的に
向かって様々なことを一緒に考え、利用者を一緒に大事にしてくれる方
です。

コロナ禍における活動について
私たちは、コロナ禍においても利用者、ボランティアの受け入れを行っています。治療を先延ば
しにできないお子さんのご家族から、ハウスを利用したいという声が多く寄せられています。ハ
ウスを必要としている方がいる状況で、私たちができることはハウスを閉めることでなく、どう
やって感染のリスクを減らして安全にハウスを利用してもらうかを考えることだと思います。感
染症対策として、今まで１つのハウスに大勢のボランティアが集まって行っていたハウスキーピ
ングなどの活動を、現在は 1～2 名までと限定し、午前と午後で活動を分けるなどの対応を行っ
ています。さらに、感染を予防するためのマニュアルをボランティア向け、利用者向けと両方作
成して、ボランティアや利用者の安全を守るよう努めています。

今後の活動について
人がかかわることでハウスは成り立っているの
で、利用者やボランティアの、より一層の安全面
を重視した受け入れ態勢を整えていきたいと考え
ています。
※ファミリーハウスのボランティア情報は次ページ
の「ボランティア情報」にて記載しています。ご興
味のある方は是非、ご参加ください。
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ファミリーハウスでは「利用者主体」で考
えることを大切にしていると感じました。
コロナ禍においても利用者さんからハウス
を利用したいという多くの問い合わせがあ
り、団体として、今すべきことは何かを常
に考えながら事業を進めていくことの大切
さを取材の中で学べました。
（取材：実習生）

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

台東ボランティア・地域活動サポートセンターには、地域活動に関する書籍が自由に閲覧できる
情報コーナーがあります。今までは書籍の貸し出しを行っていませんでしたが、なんとこの度、
図書の貸し出しを開始しました。随時、職員が本を選定し本棚へ加えていきますので、この機会
に情報コーナーの利用を含め図書の貸し出しを是非ご活用ください。皆さまのご来所を心よりお
待ちしております！

【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 生⇒生活支援 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・活動については

子
生
難病の子どもと家族の滞在施設
害
ボランティア募集
【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
【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

お問い合わせください。
【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。
見学をお願いいたします。
【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

【種別】 継続の活動です！
【お問い合わせ】
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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凡例：高⇒高齢者 障⇒障害者 子⇒子供 生⇒生活支援 他⇒その他
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）
余暇活動：11 月 18 日（水） キラキラカムカムセミナー 19：00～21：00 当日は室内レクリエーシ
ョンを実施する予定です。詳細はりんご村へお問い合わせください。
※参加者の方には、こまめな手洗い、消毒液での手指消毒、マスク着用などの咳エチケットに配
慮をいただくようお願いしています。
【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 信夫(しのぶ)・丸山(まるやま)

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や各種インターネットでの申し込み方法など幅広く IT に関する
レクチャーを無料で行います。事前に目標とする事をご教示ください。
わかりやすく、理解できるまで丁寧にご指導いたします。
【日時】平日 9：00～17：00（１時間程度/回）
【場所】台東ボランティア・地域活動センター内 打合せスペース（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 TEL 090-4250-8502 担当 松井 宏司
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)
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

