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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
自宅でできるボランティアですが、様々な方にご協力、ご参加いただいています。
今月号のボランティア掲示板では、自宅でできるボランティアに参加されている方へインタビューした記事を
掲載しております。「自宅でできるボランティアのイメージが湧かないな」って方、必見です！
記事を見て自宅でできるボランティアに興味を持った方、是非この機会に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。
3 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って⁉
実際に活動しているボランティアさんへ聞いてみました！
自宅でできるボランティアは自分のペースでできるから、
ボランティアが初めての人も取り組みやすい！

Q.今までボランティア活動をしたことがありますか？
A.今まで、ボランティアをしたことはなく、今回の自宅
でできるボランティアが初めてのボランティアです。区
内の公共施設でボランティア掲示板を見て、自宅ででき
るボランティアをやってみようと思いました。
Q.どのようなボランティアを行っていますか？
A.切手整理や雑巾の作成、あとはスカート作成のボラン
ティアを自宅でやってます。切手はテレビを見ながら１
時間～２時間くらい、雑巾やスカートはミシンを使って
１枚１５分くらいで作成してます。時間に縛られること
なく、自由にできるボランティアなので、無理なく楽し
くボランティアができています。
Q.自宅でできるボランティアを継続するコツはあります
か？
A.無理はせずに、自分のできる範囲でやることが継続す
※上記写真は実際に作成していただいたスカート
や雑巾、切手（整理済み）の一部です。

るコツだと思います。それと、もともと私は裁縫など手
を動かすことが好きだということもありますね。自分の
ペースで好きなことをやって、それが人の役に立てて嬉
しく思います。

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

手作りグッズ作成ボランティア募集
保育園入園前のお子さんへ手作りの巾着袋や上履き袋、布団カバー等のグッズをお届けしていく
企画を検討しています。
手作りグッズを作成するボランティアに興味のある方がおりましたら、是非、一度センターへお
問い合わせください！手縫いやミシンが得意な方に限らず、ご連絡お待ちしてます！
【お問合せ先】
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：台東区下谷 1-2-11
電話：03-3847-7065
FAX：03-3847-0190
E-mail：taito-vc@jcom.home.ne.jp
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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④

手作りマスクの寄付がありました！
コロナと戦うボランティアマスク作り倶楽部様より、台東ボラ
ンティア・地域活動サポートセンターに計４８枚のマスクの寄
付がありました。マスクは１枚１枚丁寧に包装されており、作
成していただいた皆様の想いがギュッとこもった、とても素敵
なマスクとなっておりました。
マスクは台東社協の職員にて大切に使用させていただく他、防
災の備蓄品として大切に保管いたします。素敵なマスクをあり
がとうございました！
【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

【場所】 台東区生涯学習センター1F(台東区西浅草

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・活動についてはお問い合わ

3-25-16)
【条件】 お店の運営を理解して下さる区内・近辺地域
にお住いの方
【種別】 継続の活動です！
【お問い合わせ】

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
します。
【種別】 継続の活動です！

Café 香逢シャンホウ
TEL 03-5246-6861 担当 坂本
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

【お問い合わせ】
つばさ福祉工房
TEL 03-3842-2838 担当 大畑・今泉

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
【種別】 継続の活動です！

コツコツ元気なボランティア募集！

障

【内容】 カフェの運営サポート(接客・洗物・お掃
【お問い合わせ】
除など)
特定非営利活動法人ファミリーハウス
【日時】 ①土・日曜日 9：15～13：00 ②土・日曜
TEL 03-6206-8372 担当 植田桃子
日 13：00～17：00
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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） ※緊急事態宣言が発令中の
間は活動休止となります。
余暇活動：3 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
3 月 13 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
3 月 20 日（土）ワークショップ
13:00～15:00 テーマ：「春のリース作り」
※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
メール ringomura@nifty.com
担当 丸山・渡邊
国
集めて送るボランティア

ビル 5F）
【条件】 特になし。【種別】 継続の活動です！

【内容】 ご自宅や職場で集めた未使用・書き損じハ
ガキ、未使用・使用済み切手をシェア事務局までお送
りください。
【日時】 いつでもお時間のある時に。
【場所】 ご自宅で。または職場で。送付先：東京事務

（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

局（〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸

TEL 090-4250-8502 担当 松井 宏司

【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

