
＝ カラフル ＝ 
なないろは虹の七色を表しています。 
みなさんは何色ですか。 
“様々な”“色んな”という意味を込めた「カラフル」は、
センターの活動や東浦で活躍する方々の情報を定期
に発信するかわら版です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contents Ｐ 2 ･ 3  なないろなひと & なないろのあゆみとこれから 
Ｐ4   情報発信コーナー  

 

かりや衣浦つながるねット   http : / / tsunagaru .genk i365 .net/  

赤い羽根共同募金 ２,０８３ 円 

ご協力ありがとうございました。 

いただいた募金は、東浦町共同募金

を通じ、福祉活動に活かされます。 

 

東浦町総合ボランティアセンター なないろ 
〒４７０－２１０２ 

知多郡東浦町大字緒川字屋敷弐区６１番地の１ 
TEL・FAX：０５６２－５１－７６９７ 
E-mail：nanairo@ma.medias.ne.jp 
開館時間：９：３０～２０：００ （日・月曜日・祝日・年末年始を除く） 

情報発信コーナー 
みなさんの活動 がより多 くの方 に届 くよう、「なないろ」

の情報発信 をご活用 ください。  

ホーム 

基本情報 

活動紹介 

イベント 

ボランティア募集 問い合わせ 

東浦町をクリック 

団体をさがす 

お知らせ 

ボランティア募集 イベント 

【トップページ】  

【東浦町のトップページ】  

【各団体のページ】  

団体をクリック 

↑東浦町のトップページでは、
町内で活動する団体の情報やボ
ランティア募集、イベント情報

などが、検索できます。 
それぞれのリンクボタンをクリ
ックしてください。 

←各団体ページでは、町内で活
動する団体の基本情報や活動の

履歴、主催するイベント情報な
どが、検索できます。 
それぞれのリンクボタンをクリ

ックしてください。 

総合ボランティアセンターなないろ登録状況 

（2月 28日） 

団体数 67 団体会員数 １,１２７名 

個人登録者数  53名 

なないろの前を行き交う方の目に

とめていただけるよう最新の情報

を掲示しています。 

ボランティア団体の情報をお寄せください。 
イベント、活動報告、講座案内などアピールの場として

ご活用ください。 

・つながるねットへの投稿は「なないろ」のパソコンからもできます。 

・チラシづくりもご相談ください。 

なないろ掲示板  

なないろインフォメーション  

これまでのメニュー 

４ 



◆おがわコミュニティまつり 

「プラ板キーホルダーづくり」 

11月 2日(日)10:00～13:30 

 

 

 

 

―七色茶房がはじまって 5 ケ月（4 回開催）になりますが 

 そうですね。最初は、女将としてがんばらなきゃと思っていましたが、来る方がお客さんというより何かしたいと

ういう気持ちをお持ちのようで、みなさんで楽しまれている感じがします。 

―新しい発見はありましたか 

 お菓子づくりが楽しいです。１回終わるともう次回のお菓子は何にしようかなとついネット検索までしちゃいます。

(笑) 傾聴講座を受講したりとどちらかというと人とのつながりの活動をしてきましたが、何か作ろうとすることはわ

くわくしますね。このわくわく感は発見でした。 

―これからの七色茶房をどのようにお考えですか 

 なないろに対して何かやりたいと思っている方、来た方同士でお話をしたいなど、来る方の

目的は様々なようです。いろいろなニーズに柔軟にこたえていくことで、つながっていけばい

いなと思っています。 

―これからも素敵な笑顔と手作りのお菓子でおむかえしてください。 

 

 

 

―みなさんはなないろで年末に飾られていた巨大なクリスマスツリーはご覧になりましたか？

見ていない方のために、写真を掲載します。 

―ちなみにこのツリーのほかに、お正月には、なないろ前の

花壇が葉ボタンでいっぱいとなり、２月末には、すでに春色

の花壇が出来上がっています。でもだれが彩ってくれている

のでしょうか？ 

答えは『おしゃれ園芸クラブの T夫妻』です。 

―お名前は NG だそうです。暗い中でも、作業していただき

ました。いろいろなひとになないろは支えられています。本

当にありがとうございます。 

七色茶房カレンダー（参加費：無料） 

営業時間 10:00～12:00 

４月７日（火） 

５月７日（木） 

６月（休館日によりお休み） 

７月７日（火） 

８月７日（金） 

９月（休館日によりお休み） 

なないろなひと vol .1（続 ）  

なないろなひと vol .2  

◆KURUMA・ザ・トーク（車座） 

Vol.1 居場所づくり講演会「０(ゼロ）からはじまったコミュニティカフェ)    

Vol.2 NPOになった理由(ワケ) 

Vol.3 【飼い猫・野良猫・地域猫～吾輩も猫である～】 

Vol.4 今年のバレンタインはフェアトレードで決まり♥ 
（※残念ながら開催人数に満たなかったため中止となりました） 

Vo.5･6 ■チラシポスターづくり講座■伝わる流儀、伝える作法おしえます。 

参加者の声・・・ 
・いろいろなテーマでどんどん開いてほしい 

・少人数なので質問しやすい 
・いろいろな人の意見が聞けてよかった 
・時間がもっとある方がいい 

・終了後も参加者同士で話が長引いてしまう 

◆にじいろフェスタ 

「おでかけボランティアセンター」 

11月 9日(日)10:00～15:00 

・ボランティア相談窓口 

・ボランティア情報コーナー 

・まちがい探し 

・モノづくり体験コーナー 

（寄せ植え・缶バッジ） 

・ミニコンサート 

（special thanks horn heart） 

あいにくの雨模様でのスタート
となりましたが、大勢の方が足を運

んでくださいました。 
それぞれのコーナーは、「なない

ろ」を知っていただくために多くの

ボランティアさんにご協力いただ
きました。にじいろフェスタへの出
展ということで「おでかけボランテ

ィアセンター」でしたが、ボランテ
ィアセンターなないろはいつもあ
ります、是非なないろへお越しくだ

さいませ(●―●) 

車座は、日々暮らしていく中で、昔はなかったのにいつの

間にか登場した「コトバ」や「社会問題」、「地域の課題」等、
特定のテーマを決めゲスト講師を交えながら、参加者ととも
に考え学んでいく企画です。みなさんの身近な「○○○」が

企画「○△□」となります。インターネット検索の時代です
が(^^)、みなさんで考え学んでいく機会にしてみませんか。
みなさんの「○○○」をお聞かせください。 

↑なないろの室内がクリスマスバージョンに 葉ボタンともに（T さんです）↑ 

◆ボランティア・市民活動者養成講座 

「バルーンアート講座（入門編）」 

2月 20日(金)13:30～15:00 

子どもから大人まで、ちょっとした技
術で笑顔にさせることができるバル

ーンアートを、プロのパフォーマーか
ら学びました。 

◆常滑市ボランティア連絡協議会との交流会 

「常滑市のボランティアさんと歩く、ひがしうら再発見ツアー。」 

2月 14日(土)10:00～12:00 

当日は、東浦ふるさとガイ
ド協会のみなさんの協力

で、常滑市のボランティア
さんと緒川地区を散策し、
その後、なないろで交流し

ました。 

七色茶房は、 
東浦で活動するボランティア・市民活動者さ

んが、ゆるやかにつながり、交流することを目

的とした居場所（喫茶店）です。 
訪れてくれたみなさんが、女将さん（ボラン

ティア）の手作りのお菓子とともに「あったか

いんだから～♪」を感じていただければと思っ
ています。 

◆３・４月の企画紹介 

「町内福祉施設ボランティア受け入れ担当者との情報交換・交流会」 
【日 時】 3月 25日(水)14:15～15：００ 

【会 場】 総合ボランティアセンター なないろ 

【対 象】 町内の福祉施設に訪問し、活動されている方 

【内 容】 施設のボランティア受け入れ担当者に来ていただき、ボランティアさんと 

の情報交換・交流会を企画します。活動時はなかなかお話しすることがで 

きないと思いますので、ぜひこの機会にお越しください。 

 

「子どもの貧困を考える講座」 
【日 時】 3月 28日(土)13:00～16：００ 

【会 場】 総合ボランティアセンター なないろ 

【参加費】 無料 

【内 容】 子どもの 6人に 1人が、貧困という現実。みなさんはご存知でしょうか。 

     「子どもの貧困」というテーマについて学び、講師、参加いただいた方全 

員で子どもの未来について考えます。 

【定 員】 40名程度（先着順） 

【申 込】 3月 24日までなないろへお申し込みください。 

【主 催】 総合ボランティアセンター なないろ 

 

「超入門編 Facebook講座」 
【日 時】 4月 15日(水)10:00～ 

【会 場】 総合ボランティアセンター なないろ 

【参加費】 無料 

【内 容】 ソーシャル・ネットワークｷﾝｸﾞ・サービス（SNS）のひとつ、Facebook 

の使い方について、やさしくおしえます。 

【持ち物】 お持ちのスマートフォン、タブレット等 

【申 込】 なないろへお申し込みください。 

【主 催】 おだい市・東浦セミナー実行委員会 

２ ３ 


