平成31年2月17日(日)開催 たいとう地域活動メッセ2019～ココからつながる～ 参加団体
参加団体 36団体

団体名

1

浅草倫理法人会

団体概要

出展企画タイトル

50音順で掲載しています（平成30年11月30日現在）

出展内容

倫理法人会は、成功法則「純正倫理」を学び、会社を良
くしていこうという経営者を中心とした「経営者モーニン
経営者のための、良い学び良い気付き良
グセミナー」を全国に703単会で開催している団体です。
い出会いが此処にはある！～倫理法人会
浅草倫理法人会では、毎週月曜日朝6:30～7:30、浅草
説明会～
ビューホテルにて開催しております。(参加費無料)。女性経
営者の方・これから起業しようとする方も大歓迎です。

毎週浅草ビューホテルで開催している我々の経営者モーニ
ングセミナーの様子を画像や映像で表示しながら、倫理法人
会とはどんな団体なのか、何を目的とした団体なのか、そし
て区内に倫理経営を導入する企業が増えるように分かりやす
く説明いたします。

2

いいね！台東区って！

台東区を愛する方々のコミュニケーション、情報共有、
台東区の情報発信、台東区が好きなメン
台東区の活性化などをテーマにしたFacebookのグループの
バーでコミュニティ作り
コミュニティです。

・台東区に関する情報やメンバーの紹介
・台東区の祭りや行事の紹介
・商売のイベント告知や広告、商品の売り込み、学校の行
事、ボランティア活動など町会のイベント紹介
・台東区の都市伝説
・台東区が好きな方々で、クラブ活動のようなコミュニティ
作り

3

一般社団法人
SDGｓ市民社会ネットワーク

国連によって2015年に採択された「持続可能な開発目標
（SDGｓ）」の普及啓発や政策提言を日本のNGO１００団 そうだったのか。SDGｓ
体以上と連携して行っています。

2015年に国連において制定された「持続可能な開発目標
（SDGｓ）」とSDGｓ市民社会ネットワークの活動を身近に
感じていただけるようにご紹介します。お気軽にお立ち寄り
ください。

精神、知的に障がいを持った方達が社会的に自立できる
よう日中活動できる場を提供しています。
主な作業として、コーヒー生豆の選別や袋詰めなどの作
業を行っています。

メインの作業であるコーヒー豆の袋詰めまでの流れを写真
を使い説明したいと思っています。
また、地域のお祭りやイベントに参加した時の写真なども
展示したいと思っています。

一般社団法人 空
4
就労継続支援B型 RECOVERY

5

6

RECOVERYではこんなことをしていま
す!!

一般社団法人 遊心

生活につながる身近な自然の中で、子どもと家族のしな
やかに生きる力を引き出し、自然や人を愛しいと思う心豊
家族一緒に自然遊び！豊かな心を育も
かな人材を育てる法人です。0歳から12歳までの子育て家庭
う！
を対象に、上野公園や都市公園、園庭や屋上菜園にて活動
しています。

0歳～３歳親子向け【遊フェアリー】、０歳～6歳親子向け
【遊キッズ】、4歳～6歳親子向け【遊プレキッズ】、小学生
以上向け【遊ジュニア】など、身近な自然体験活動の事例
と、動物園、博物館との連携、また「屋上菜園」を通した自
然や環境教育プログラムの実践事例と子育て、幼児教育など
で活用できるプログラムをご紹介。「幼児期・家庭教育にお
ける自然体験の必要性」をお伝えします。

上野倫理法人会

上野倫理法人会は東京都倫理法人会第一号単会として誕
生しました。毎週火曜日に上野ターミナルホテルにて、
「万人幸福の栞」の輪読や講話を通して会社のあり方、経
営者としての考え方や自らの生き方を学べる経営者モーニ
ングセミナー等を開催しています。さらに、「地域社会貢
献活動」を通して、台東区の発展のために尽力しておりま
す。

毎週行うMS(モーニングセミナー)の模様や「朝礼シーン」
「朝食会」「交流会」などを映像でご紹介しながら、私たち
の活動を知っていただきたいと思います。また、紹介用ツー
ル(リーフレット・パンフレット)などもご用意し、ご関心が
ある方には詳しくご説明できるようにいたします。

心から元気になり隊会 上野®

団体概要

団体名
①NPO法人 浅草かんわネットワーク研
7 究会
②NPO法人 HAP

8

①台東区で協働する医療介護者の集まりで“緩和ケア”を
中心に学びと啓発をしている。
②女性の健康支援とコメディカル、一般啓発を全国で展開
する集団

出展企画タイトル
医療と介護よろづ相談と健康小話・健康
チェック～いつまでも自分の住み慣れた
街で暮らしたい～

当NPO法人の活動は、虐待対応（APLのA＝アビューズ）
であり、それに付随する、DV・燃え尽き・引きこもり・不
登校・介護分野やターミナルケア、そして軽度発達障害
NPO法人 APL・パラカウンセリング研究 （特にアスペルガー症候群とそこから生じるカサンドラ症
タロット占い＆何でも人生相談
候群）等にも対応している。そして以上に対する各種研修
所
やカウンセリング、セラピスト育成も行っている。その他
子育てに悩んでいる母親に対して子育て支援の講習やカウ
ンセリング行為も行っている。

出展内容
１)健康チェック(骨量、握力、ロコモ、栄養他)
２）相談（がん、認知症、薬、介護、医療、くらし方他）
３）健康講話（小話）２０分を５回位

５月から行うカウンセリング研修のチラシを配りながら研
修の紹介を行う。また、タロット占いやカウンセリング、
じゃんけんゲームでキャンディや賞品を渡す。

NPO法人 えん
9
(たいとう倶楽部・かれん)

地域で暮らす精神の疾患のある方々が利用できる「通所
事業所の運営」と「精神保健福祉の啓発活動」をしている
NPO法人です。
「たいとう倶楽部」では、軽作業の他、書道やヨガ等の
プログラム、お茶やカラオケ等のレクリエーションを行
なっています。
「かれん」は、お弁当の調理・販売を行なっている就労
支援継続B型の作業所です。
それぞれの目的のために、自分に合ったやり方で利用で
きます。

NPO法人えん活動紹介

各事業所の活動の様子を紹介します。リサイクル石けん
や、革やガラスの雑貨・アクセサリーなど、たいとう倶楽部
の自主製品も販売します。また、精神保健福祉や精神科の病
気に関する情報コーナーもありますので、ぜひご覧くださ
い。

10 NPO法人 カーレットジャパン協会

カーレット競技の普及

机上カーリング、カーレット

世代を問わず、障害者と健常者が無ハンディで行える競技
です

NPO法人 すまいづくり
11
まちづくり協議会

「まち」の活性化を手助けする事を目的としています。
その為には「まち」を知る事が大切であり、その「ま
ち」の歴史の記録を現地で確認し、どの様に受け継がれて
いるかをとらえ、考えています。

東京・まちさんぽ

「まち」をキャッチする手法として、フィールドワークで
まちあるき会を開催して参りました。その記録の発表の場と
したいと思います。

12 NPO法人 ソラノワ

台東区地域活性化・社会貢献の見地から、主に、独身者
を対象とした「出逢い・婚活推進の場」を様々な団体・企
業・個人・店舗と協働し作り出しています。

台東区でステキな出逢いと婚活を！「ご
縁チャンネル」

・当会活動内容の紹介
・当会主催イベントのご案内
・イベントとして「良縁を育む体験スペースブース」(恋愛占
い/結婚ワンポイント相談など)

NPO法人
13
台東区の子育てを支え合うネットワーク

2003年から台東区内で子育て支援を行っている
2015年にNPO法人化
台東区内で2ヵ所の子ども食堂、学習支援と0～3才児の親
子サロン、子育て講座、自然体験などを実施している。

地域でこどもによりそう～たいとこネッ
ト～

私たち“たいとこネット”は無償学習支援やこども食堂な
どの活動を通じて台東区内の子育て中の親子の皆様により
そってきました。私たちの活動内容を写真等で紹介していき
ます。

主として外傷性脳損傷を受けた青年の認知リハビリテー
ションをグループ活動を中心にして行っている。

交通事故や落下後の頭の働きをよくしま
しょう

脳損傷を受けた後の認知機能低下の回復のための認知リハ
ビリテーションの有効性の証明の展示

14

NPO法人
TBIリハビリテーションセンター

団体名

団体概要

出展企画タイトル

出展内容
・りんご村での活動(宿泊訓練活動、余暇活動)
・賛助会員、常勤職員募集
・東日本大震災の復興支援でのわかめ販売(10袋ほど)
・その他、ボランティア、ヘルパーの募集

「どんなに重い障害を持っていても、生まれ育った地域
で暮らし続けたい」これを目標に、重度重複障害者の地域
での暮らしの実現に向けて様々な活動を展開しています。

NPO法人りんご村

和太鼓文化の発展に関する事業を行い、地域住民の健康
で文化的な生活向上に寄与することを目的とする。
・文化、芸術又は、スポーツの振興を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動などを行っております。

健康和太鼓教室

楽しみながら健康寿命延伸、介護予防に役立つ「健康和太
鼓教室」をご紹介。電子和太鼓「電太」を使って実際に体験
できます。あわせて、最新の機器を使用した「健康チェッ
ク」も体験できます。

17 お母さんの整体塾「ほのて」

整体師や助産師として日々いのちと触れ合う私たちの願
いは、だれもが主体的に自分の人生を楽しむこと！
そのための環境づくりや体づくり、日本に古くから伝わ
る整体流子育てを提案します。

『整体で妊娠出産子育て』&『お母さん
の手づくりオモチャ』

・団体の活動風景や整体の基本的な考え方をパネルにて紹介
・活動で使った手作りオモチャ等を展示

18 社会福祉法人 浅草寺病院

一般病棟60床 療養病棟60床
診療科：内科、外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿
器科

社会福祉法人浅草寺病院をご存知です
か？

浅草寺病院は、明治43(1910)年隅田川大洪水の際、避難者
救護を目的に浅草寺救護所を開始したのが始まりで、108年
の歴史のある台東区で一番古い病院です。
・浅草寺病院の歴史・現在の浅草寺病院(診療科でできる検査
療養病棟)のご紹介
・無料低額診療事業について等を展示いたします。

社会福祉法人
19
台東区社会福祉事業団

特別養護老人ホームなどの高齢施設及び児童館などの児
童施設を運営する区が設立した社会福祉法人であり、台東
区の高齢者サービスと子育て支援の中核的な役割を担って
いる。

子供からお年寄りまで!!
元気いっぱい笑顔の台東区社会福祉事業
団

高齢部門・児童部門それぞれの施設での日頃のケアや保育
の様子とともに、当事業団が行っている地域活動・社会貢献
事業の内容についてパネル展示と映像で紹介する。

社会福祉法人
台東つばさ福祉会

障害福祉分野を中心に平成６年に設立されました。サー
ビスを必要とする人々が心身ともに健やかに育成され、社
会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会
を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に
応じ、地域において必要なサービスを総合的に提供される
ように援助することを目的としています。現在は、区内に
１２事業所を運営しています。

革製品・さをり織販売

さをり織とオリジナルの革製品を作っています。革製品の
材料は、浅草にある共同組合資材連より提供していただいて
ます。技術はまだまだですが、皆様の目に留まる様な製品に
していきたいと日々頑張っています。是非、ご覧ください。

さわってあそぼう!リサイクルおもちゃ

・「親子deホッとルーム」活動紹介
（平成29年11月～平成31年3月まで生涯学習センター和室を
利用。親子でまったり過ごす場。月一回開催中)
・エコおもちゃ体験

15 NPO法人 りんご村

16

20

NPO法人 和太鼓文化研究会＆TAIKOLAB浅草

台東区家庭教育支援者養成講座を受講した有志団体で
す。現代の子育て事情や親子に寄り添う傾聴力などを学ん
21 地域育ち合いコミュニティ うれしぱんだ だメンバーが子育て広場等の運営を通して、地域で顔の見
える関係づくりや多世代が共に育ち合うことの大切さを伝
える活動を行っている。

活動紹介

団体名

団体概要

出展企画タイトル

出展内容

22 地球市民交流会(NPO法人)

東京都国際部(当時)登録の東京都防災語学ボランティアらで発
足し、在住外国人等日本語を母語としない人への日常生活を主に
語学により支援する通訳NGO。誰もが、人種、国籍、思想、歴
史、文化の「違いをのりこえ、誰もが人として尊重される社会」
を目指し活動している。

地球市民への道～違いをのりこえ～

在住外国人の現状を実際の相談事例等を通じて紹介し、日本社会
での共生の意義を考え、地球市民交流会（通称：GCI）の取り組み
についてワークショップ形式で紹介。

23 ちょっとボール協会

現在埼玉県越谷市で普及しています。4個のボールを1.5ｍ先の
カップにパターを使って入れるレクリエーションスポーツです。
車いすの方でも腰かけてもできるゲームです。

ちょっとボール体験会

2球練習、4球本番で、しゃもじ形のパターで1.5ｍ先のカップに
何球入ったかを競います。カップ側を高くして、ボールはスタート
位置へ戻ります。体験され、面白い楽しいと感じられた方にボラン
ティア会員のお誘いもします（無料）。

24 ティンカーベル・未来力学舎

当団体は中高生や学生さん、２０代の社会人が、ともに学び合
いながら、子どもの声が反映された子ども支援・教育に関する提
言を行っています。また、自らも目的に向けて活動を展開するこ
とで、両輪での社会課題の改善を目指しています。子どもたちと
若い世代の未来が「キラキラ輝く」社会の創造を実現していきま
す。

活動紹介・展示交流ブース

・団体発足の経緯や活動内容の紹介、メンバー募集のための広報の
ほか、アイデアツリーを用意し、ブースを訪れた地域の方や団体さ
んとの交流
・台東区で学び合う地域ゼミ生が出展を担当し、学び合いの様子を
紹介
・子どもや保護者の方向けの相談スペース

25 東京都ボランティアリーダー会グループ

・趣味を生かしたレクリエーションボランティア企画の実施
・イベント（企画）を通じて他世代間の交流促進

皆で一緒に出発進行！鉄道模型で遊ぼう！

当グループが展開している「鉄道模型運転体験企画」のご紹介を
しながら、実際に体験をして頂いたり、施設・イベント出展を検討
されている方のご相談等を承ります。

めまい平衡障害のリハビリ他

・乗り物酔いの原因
・視覚と三叉神経のズレ、５０歳以上の５０％以上が乗り物酔いを
起こす。スポーツをしていない人ほど乗り物酔いをするドライビン
グシミュレーターを利用しためまいのリハビリの可能性を説明す
る。

26

特定非営利活動法人
Winds Formula Association

特定非営利活動法人
27
幼い難民を考える会

28

特定非営利活動法人
ガイドヘルプあいサポート

日本をはじめとする世界の自動車運転手を対象として自動車運
転の知識を広めることを主体とした講演会、啓発活動、モーター
スポーツイベントを通じて地域の交通事故の減少を目的としてい
ます。

カンボジア難民の幼い子ども達の支援を目的に1980年に設立さ
れたNGO。カンボジア国内では1991年から保育活動と伝統織物を
カンボジアの子ども達の現状、取り巻く世界の様子を紹介し、当
もっと知ろうアジア・カンボジアの子どもた
通じた農林部で自立支援を行っている「林の幼稚園」事業では3
会の活動案内を行う。
ちのこと
年間の支援の後、地域で継続して運営していけるよう自主運営を
写真パネル、保育教材などの展示、DVDの上映も予定している。
手伝う。

あいサポートは視覚障害者のガイドヘルパーに特化した数少な
いNPOです。また、目の見えない方の世界を体感してもらうため お出かけをあきらめない日常に寄り添う
のアイマスク体験などを学校、企業、役所などで開催していま
～これまでも、これからも！自分らしく～
す。

白い杖をついて歩く、目の不自由な方。その横で肩や腕を貸して
いる人が一緒に歩く姿を、あなたは見たことがありますか？その人
がガイドヘルパーです。
民生委員、企業、公立学校におけるアイマスクとガイドヘルパー
体験。旅行。伴走ロープを利用してのランニング等のパネル写真紹
介

団体名

団体概要

出展企画タイトル

出展内容

耕房“光”は就労継続支援B型事業所として、作業を中心
に活動している事業所です。作業以外にもミーティング、
レクリエーション活動を通して一人ひとりの希望を実現さ
耕房“光”ってどんな所？
せるための力を取り戻していく場所です。また、仲間と支
えあい、サポートを受けながら、苦手なことにも上手に付
き合う練習ができる場所です。

就労継続支援B型事業所耕房“光”がどのような場所、ど
のようなことをしているか、活動についてご紹介したいと思
います。
当日は、耕房“光”で使っている「耕房珈琲」やその他自
主製品の販売を行う予定です。

特定非営利活動法人
さらプロジェクト

高齢社会を迎える中で、高齢者の社会参加や障害者の就
労のための教育活動を通じて、地域で暮らす力を育てる支
援を行っています。主な事業に就労移行支援事業所「さら
就労塾＠ぽれぽれ」の経営（世田谷区千歳台、豊島区池
袋、台東区秋葉原、横浜市金港町の４事業所）、杉並区ゆ
うゆう館受付運営委託（ゆうゆう方南館、ゆうゆう高井戸
東館、ゆうゆう西荻北館の３館）があります。

私たちは台東区でさら就労塾＠ぽれぽれ（通称：さらぽ
れ）を運営しています。さらぽれは、障がいのある方が就労
に必要な力を習得する就労移行支援事業所です。「働きたい
けど不安だ、自信が無い」「障害者雇用って最近よく聞くけ
ど実際どんなものなの？」そんな声をよく聞きます。今回は
働く上で利用できる支援・制度やさらぽれの取り組みについ
てご紹介します。

特定非営利活動法人
シェア＝国際保健協力市民の会

シェア＝国際保健協力市民の会は、医師・看護師・学生等
が中心になり、１９８３年に日本で結成された国際保健
保健活動紹介（カンボジア、東ティモー
NGOです。すべての人々が健康に暮らせる社会を目指し、
ル、日本）、カンボジア・東ティモール
台東区東上野の事務所を本部とし、途上国(カンボジア、東
の民芸品・コーヒー等販売
ティモール)において母と子ども対象の保健活動、そして日
本国内では在日外国人への健康支援を行っています。

・当会の活動地（カンボジア、東ティモール、日本）での保
健活動の紹介(パネル展示や写真等紹介)を行います。
・海外の活動地であるカンボジア・東ティモールの民芸品や
食品(コーヒー粉、豆等)の販売を通して、国際協力を身近に
感じていただき、台東区の国際協力団体として認知度を高め
られるようにアピールしていきます。

特定非営利活動法人
32
ドラマケーション普及センター

コミュニケーション能力・表現力の醸成を目的としたプ
ログラム「ドラマケーション」を活用し、青少年の健全育
成、福祉の増進などを含め、広く社会教育の推進を図る活
動に取り組んでいる。

「ドラマケーション」を知っていますか？
ここでは、ドラマケーションの映像を観ながら、活動内
容、プログラムの内容について説明していきます。

特定非営利活動法人
33
日本国際ボランティアセンター(JVC)

1980年にインドシナ難民の救護を機に発足し、現在世界
10か国・地域と東北で活動している国際協力NGO。JVC
は、武力に拠らない紛争解決・平和構築と自然環境に配慮
した地域循環のある暮らしや生き方を作りだすことを目指
している。
台東区で国際協力ボランティア！
さらに、それぞれの地域で社会を変えていこうとする
人々同士が学び合う場をつくり、新たな実践が生まれるよ
う支え、活動が持つ社会変革のメッセージを発信すること
に注力している。

JVCの東京事務所でできるボランティア活動、事務所に来
なくても出来る国際協力への参加(会員、募金など)をご紹介
いたします！JVCの活動地で作られた手工芸品を販売しま
す。思わず「かわいい！」と手に取ってしまう商品たち。買
うことで、「国際協力」に参加できます！

34 特定非営利活動法人 HANDS

HANDSは世界の人々と手を取り合い、すべての人が「健
パプアニューギニアとケニアの農村部に
康的に生きる」ために必要な保健医療の仕組みづくりと人
おける地域保健活動とその成果
づくりに取り組みます。

HANDSは日本を含め、世界１５か国で保健に携わる活動
をしてきました。現在はパプアニューギニアとケニアで活動
しており、その様子をご紹介します。

29 特定非営利活動法人

30

31

耕房 耕房“光”

あなたの「働きたい」を応援します！

ドラマケーションって何だろう？

団体概要

団体名

出展内容

出展企画タイトル

文化財を次世代に守り伝えていくための文化財保存事業
を公共の立場に立って行う。また、文化財保存の専門家の
35 特定非営利活動法人 文化財保存支援機構 養成等を通して、文化芸術振興及び保存修復技術援助等に
よる国際協力並びに災害時における文化財救援等を実現し
ていくことを目的としている。

NPO法人
告

36 元浅草アイアイ薬局

薬剤師と遊ぼう！射的とクイズで健康マ
スター

保険調剤薬局

文化財保存支援機構

活動報

NPO法人文化財保存支援機構(JCP)では、文化財修復に関す
る相談や適切な技術者を紹介したりするなど、情報を提供し
ています。近年では日本各地で震災や豪雨被害が発生し、文
化財レスキュー支援を継続的に行っています。本出展ではそ
の中から傾向と対応事例を紹介します。
こどもも楽しい射的ゲームと健康に役立つクイズで家族一
緒に楽しみながら予防医学を体験します。薬剤師による薬や
栄養の相談も♪

