
＼〇／ 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。
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KURUMA・ザ・トーク（車座）～平成27年度～

なないろのあゆみとこれから

情報発信コーナー

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）

総合ボランティアセンターなないろ登録状況
（3月1日現在）

団体数67 団体会員数 １,132名

Content
s

個人登録者数 57名

【ボランティア・市民活動情報サイト】
かりや衣浦つながるねット http://tsunagaru.genki365.net

世の中を なになげかまし 山桜

花見るほどの こころなりせば
《紫式部》（解釈のひとつ）

山桜の花をいつも眺めるばかりの
安らかな心であったら我が身の上を
どうして嘆きましょうか。
嘆くこともありますまいに。

vol .7 東日本大震災から5年。
「愛知県内避難者支援活動を

通じて見える被災者のいま」
車座とは、
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
いくための企画です。

vol.1
映画タカハマ物語

上映会

vol.2
映画製作秘話
教えちゃいます

vol.3
「マイナンバー制度」
と「お金」の講座

vol.4                     vol.5 vol.6
本気だから楽しい地域で生きるファシリテーション

改めて誰かに説明しようとするとむずかしいですね。あなたの知っているようで知らないコトを聞く機会としませんか。
題材として取り上げてほしい内容がありましたらお気軽にスタッフまでどうぞ。 車座はどこまでも つ・づ・く･･･。

「忘れること。」「忘れたいこと。」
「忘れなきゃいけないこと。」
「忘れないこと。」「忘れられないこと」
「忘れてはいけないこと。」

みなさんはどんな思いで、いまを迎えていますか。

登録更新手続きのご案内

更新手続きの案内を発送しています。ひ
きつづき活動支援をさせていただくため
更新手続きをお願いします。期日のある
ものについては、期日までにお願いしま
す。代表者交代される場合は、ひきつぎ
もお忘れなく。

平成28年度ボランティア活動保険加入
申込書に「ボランティア保険の概要」及
び「重要事項説明書」を確認いただく欄
ができました。申込書の最終ページをご
一読ください。

ボランティア活動保険

助成金

社会福祉協議会の「ボランティア・市民
活動団体運営費助成金」は、ひきつづき
予算要望をしております。確定後ご案内
します。4月に入りましたら、センター
にお問い合わせください。
また、その他の助成金は、かりや衣浦つ
ながるねットの「お知らせ」で探すこと
ができます。

団体につきましては、先にお送りした
【登録団体活動調査票】【登録申請書・
会員名簿】を記入・修正いただき、
3月31日（木）までにセンターにご提出
ください。

登録更新

表 彰 一 口 メ モ

長く活動を続けてきた団体のひとつの証
しとして社会福祉協議会を通じ推薦する
表彰には、
■厚生労働省関係の
ボランティア功労による緑綬褒章

■ボランティア功労者に対する
厚生労働大臣表彰

■愛知県ボランティア活動功労者表彰
■財団法人や民間企業等による表彰

などがあります。

今年の冬は、暴風雪警報が発令されましたね。なないろ
は条例に従い、警報発令時には施設利用を一時中止しま
す。警報解除後２時間後より利用を再開しますので、ご
不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。

センター利用時に、
「さむ～い（ブルブル）」という声があ
りましたので、少しでも快適に過
ごせるように、ブランケットを用
意していますのでご利用ください。

赤い羽根共同募金からのお知らせ

なないろに設置しました募金箱にみなさ
んのたくさんのお気持ちをいただき、あ
りがとうございました。
いただいた募金は、東浦町共同募金会を
通じ、福祉活動に活かされます。

募金額 989円



なないろのホームページができました。

なないろのいま、これから

『3月の土曜日は、なないろへ行こう！』
ボランティアや活動者が、つながるため
の機会。ボランティア・市民活動交流会。
今年の交流会は、３つのテーマを設けて、
３日間にわたって開催します。
他の活動者の話を聞きながら、普段の
活動をふりかえり、
「伝えたい」「応援したい」「つながりたい」そんな思い
を共有してみませんか。
■会場 東浦町総合ボランティアセンター
■参加費 無料 申し込みはいりません。直接GO!

■日時 3月5日(土) 10:00～12:00
☆終了しました☆

【テーマ】働きながら取り組むボランティア・市民活動
働きながら活動に必要なことってなんでしょうか。
活動者自身のモチベーション【続けるこころのちから】は
なあに。
【ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ】和田京子 氏
（ボランティアサークルこころ屋代表）

■日時 3月12日(土) 10:00～12:00
☆終了しました☆

【テーマ】相乗効果を生みだす協働にチャレンジ
ますます複雑・多様化する地域ニーズを解決することはで
きるのでしょうか。その答えを導き出す魔法の方程式があ
るとしたら、みなさんは知りたくないですか。
【ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ】なないろ職員（山木）

■日時 3月19日(土) 10:00～12:00
【テーマ】地域で助け合うボランティア・市民活動
隣近所の住民が困っているときあなたならどうしますか。
住み良い地域をつくるために自分たちができることを一緒
に考えてみましょう。
【ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ】友永涼子 氏
（東浦町子育てネットワーカー代表）

ボランティア・市民活動交流会

■3月15日（火）13:30～16:00
障がいや疾病のある方の社会参加を
支えることへの啓発のために本講座
を開催しました。
病気が原因の生活のしづらさ等を
当事者からの体験談を交えながら、
講座を進めていきました。
当事者でなければ話すことの
できないことをたくさん教えて
もらえました。

地域の中で暮らす当事者からのメッセージ
～私たちの病気、こんなふうになっています～

七色茶房が充電期間を終えて、４月から復活します。
バージョンUPして、七色茶房NEXTとしてみなさんをお迎
えします。七色茶房って？とお思いの方は、ぜひ一度お越
しください。
＝開催日＝
4月7日（木）10:00～12:00
5月7日（土）10:00～12:00
6月7日（火）10:00～12:00
■参加費 無料（飲みもの付）

七色茶房 復活!!

■1月26日（火）10:00～12:00
過去、傾聴ボランティア養成講座を受講
された方を対象に開催しました。
「傾聴技術の向上は、日々の鍛練と
基本を忘れないこと」を理解して
いただけたのではないでしょうか。

傾聴技術スキルアップ講座なないろのあゆみ

■東浦防災ネット
12月5日(土）普通救命講習
1月16日(土）子づれ防災講座
なお託児で「託児ボランティアおひさま」も応援事業に協
力していただけました。

■東浦通訳ボランティア
2月20日（土）平成27年度通訳ボランティア養成講座

ボランティア・市民活動応援事業

なないろのなかまに加わった団体

■住みよい街にしよう会（4月）
■東浦里山フォレスター（4月）
■ボランティアサークルこころ屋（5月）
■東浦里山支援隊水辺部会（5月）
■つなごういのち守る手合唱団マ・モルテ（6月）
■NPO法人ママの働き方応援隊知多学級（9月）
■盆おどら～さのよいよい（9月）
■特定非営利活動法人新青樹（10月）
■昭和歌謡を楽しむ会（12月）
■子育て応援プロジェクト『ゆめいろ』（2月）

以上の10団体がなかまに加わりました。

■3月14日（月）13:15～16:30
愛知県のレクリエーション協会から
3名の講師の方をお招きして、
あしたから活かせるということを
目指して、レクリエーションの
技術を学びました。
参加された方の楽しそうな笑い声が
館内に響いていました。

あしたから活かせる福祉レクリエーションセミナー

＝コンテンツ＝
■NEWS
・各種イベントや講座の情報を掲載しています。

■TOPICS
・センターの活動報告を掲載しています。

■センターとは
■施設と設備、利用登録
■お問い合わせ、アクセス
■センター資料室
■このサイトの考え方

http://www.medias.ne.jp/~nanairo

ひがしうら なないろ

ボランティア・市民活動
交流会では、ハンドメイ
ドワークショップを同時
に開催します。いわゆる
ボランティアとは少し違
いますが、まちのため・
みんなを笑顔にするため、
などの目的で活動されて
いる講師の方です。

■11月15日（日）10:00～15:00（フェスタ2日目）
★発掘ボランティア★
★クラフト体験コーナー★
・昆虫スプーンアート
・缶バッチづくり
・プラ板キーホルダーづくり
・スノードームづくり
★みんなの居場所★
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
発掘ボランティアでは、洞窟の中でボランティア団体の紹
介カードを発掘することが、クラフト体験への通行手形と
しました。泣き出しちゃうお子さんもいたりして…。
怖がらせてゴメンナサイ。
クラフト体験では、思い思いに作品づくりをしていただき
ました。たくさんのすてきな作品ができあがり、同じくら
いたくさんの笑顔がみられました。

にじいろフェスタ

■11月1日（日)10:00～13:00
おがわコミュニティまつり開催に
ともない、なないろも出展しました。
『昆虫スプーンアート～なないろ昆虫記』
親子でスプーンとワイヤーでオリジナル
昆虫を作りました。できあがった昆虫は、ハンマーゲーム
でお菓子をゲットすることもでき、みなさんに楽しんでい
ただけました。現在、昆虫たちをなないろに展示中です。

おがわコミュニティまつり

２ 3

■おがわハロウィン2016（主催：かかさの会）
10月31日（金）14:00～16:30
なないろに登録している団体、かかさの会が緒川地区の
子どもたちに向けて、『おがわハロウィン2016』を開
催しました。なないろも少しだけお手伝いして、イタズ
ラされないようにちょっとした贈り物をしました。

■なないろにサンタがやってきた。
12月25日（金）午前
クリスマスの日に、なないろにもサンタがやってきまし
た。せっかくなので、緒川児童館の子どもたちを呼びか
けたらたくさんきてくれました。サンタさんのまわりに
は子どもたちがいっぱい。サンタさんからプレゼントを
もらい、たくさんの笑顔がみられました。また、毎年恒
例のなないろのクリスマスツリー。今年もT夫妻がきれ
いに飾ってくれました。サンタさん、T夫妻ありがとう
ございました。

■町の職員研修がなないろで行われました。
2月8日（月）
まちづくりを進めていくうえで、大切となる「協働」と
いう手法について、たくさんの講師陣を迎えて町職員の
方に学んでもらいました。
どんな協働のカタチがうまれるか楽しみにしています。

さらにこんなことも

■なないろいろいろ スタート！
10月から、本格的な講座や講義ではなく、なないろの職
員が講師役や相談役を務める４つの企画を始めています。
その道のプロではないですが、職員の業務で身につけた
スキルで、みなさんの「わからないこと」を教えます。
ただし、すべてが完ぺきではないので、調べるのに時間
がかかることもお許しください。
★パソコン、きいてみてね★
パソコン操作でのお悩みやソフトやアプリの使い方をお
教えします。どんなことに悩んでいたり、困っているか
をお伝えください。なお、パソコンのバージョン等によ
り解決方法が異なりますので、ノートパソコンであれば
お持ちください。
★つながるねットUP・UP ★
活動を続けていくと、いろんな情報が蓄積されていきま
す。でも情報の整理は難しいですよね。でもその情報は、
自分たちの活動の理解者を増やすために、とても有効で
あることはご存知ですか。この機会に、インターネット
を使った情報発信してみませんか。
★ チラシ作ってみよっと★
インターネットの情報発信が万能かというば、答えは
「NO」です。まだまだ、「紙」を使った情報発信は重
要です。会員募集やイベントの参加者を募集したい、団
体の広報誌を作りたい等、「紙」を使った情報発信のコ
ツについて、日ごろ業務でたくさんのチラシを作ってい
る職員がお手伝いします。でも大切なのは、自分で作る
こと。忘れないでくださいね。
★ なんでもNPO相談★
活動を続けていくと組織が大きくなり、その活動に介在
するお金の量も増えていきますよね。そんなとき、「法
人化」を考えてみてはいかがですか。でも、ひとつ注意
があります。すべての団体が法人化する必要はありませ
ん。メリット、デメリットがあります。法人化の相談は
県が窓口を開設していますが、その窓口をお尋ねになる
前に一度なないろへご相談ください。

こんなことも


