
～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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車座vol.6・七色茶房

H28年度のなないろ

講座・車座

お知らせ

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71 団体会員数 １,145名

Contents

個人登録者数 61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

ルラフカ

ボランティア活動を楽しく続けていけるのは、
身近な人と交流を深め、自分を必要としてくれて
いると感じられるからではないでしょうか。
そんな心地良さはどこからくるのでしょう。
ちょっとした気配りやコミュニケーションの
取り方がじつは！大切なのかもしれません。
これから求められる地域の人材としてのスキル
アップにもきっと役立つでしょう。

七色茶房とは、お茶
を飲み、お菓子を食
べながら、訪れた
方々があらたな出会
いやつながりをつく
る機会の場です。

新たな運営協力者と
がんばっていきます

七夕飾りを
楽しみました

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。代表者を交代される場合は、ひきつ
ぎもお忘れなく。

平成29年度ボランティア活動保険の加入
手続きを行っています。
基本プランについては、平成28年度と同
額の保険料で補償内容の保険金が下がっ
ています。また天災プランについては、
保険料がアップし補償内容の保険金は下
がっています。安心してボランティア活
動を行っていただくためにも内容をご確
認のうえ、ご加入ください。
平成28年度は、２件の保険請求がありました。

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、ボラン
ティアセンターへ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、【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（金）まで
にボランティアセンターへご提出くださ
い。個人登録の方は、特に変更がなけれ
ば、お電話での更新連絡でも結構です。

登録更新

表 彰 一 口 メ モ

■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を受
章された団体に、案内をしています。
選定によって、「表彰」と「感謝状の贈
呈」があります。

平成28年は4月に熊本県、10月に鳥取県と
地震に見舞われました。イベント開催時に
は赤い羽根共同募金啓発事業と共同出展で
災害復興支援募金や共同募金の啓発活動を
行いました。
■熊本地震に関する義援金募金箱の設置

募金額 714円
■おがわコミュニティまつり
景品に共同募金啓発グッズの配布
共同募金ガチャガチャの設置

■にじいろフェスタ
熊本応援バザー・募金DE宝くじ箱
熊本県、鳥取県、東浦町それぞれの共同
募金委員会へ

合計募金額 21,750円

赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金運動期間中は、なない
ろに設置しました募金箱にみなさんのお
気持ちをいただきました。
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。
ありがとうございました。

募金額 555円

まだまだ暑くて
かき氷登場

来夢の森と
ボッチャ体験

KURUMA・ザ・トーク（車座）3月14日(火)
車座vol.6「ツアー添乗員の『じつは！』」

七色茶房は、

３月７日（火）

今年度最後の七色茶房となります。
あたらしい出会いは、あったでしょう
か。来年度、こんな出会いがいいな
そんなおはなしも、お聞かせください。

■あぐちゃんとその仲間たち（4月）
■オレンジパラソル（５月）
■チームちたの手（８月）
■スマイル リップル（2月）

以上の４団体がなかまに加わりました。
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ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸもﾁｪｯｸ!

『 じつは 』な話がいくつ
隠れているでしょか!?

ヒントは、「なないろ」で
すから、ね!

かりや衣浦つながるねットの機能変更に伴い、
作業日の 3/7 17:00 ～ 3/8 17:00 は、ご使用
いただけません。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。



平成28年度のなないろ

なないろに登録する団体が主催する、会員のスキ
ルアップやレベルアップだけでなく、地域の一般
の方が参加できるイベントや企画講座等に対して
運営や事業費を応援するものです。

■東浦竹灯籠の会
日にち 4月15日（金）
場 所 於大のみち、再会広場前
企 画 於大まつり前夜宵祭り

■東浦ふるさとガイド協会
日にち 6月7日、14日、21日、28日（火）
場 所 町郷土資料館

森岡コミュニティセンター
企 画 東浦ふるさと講座

■チームにじ
日にち 9月24日（土）
場 所 町文化センター
企 画 シルバーフェスタ2016

■東浦ラブちゃんの会
日にち 11月12日（土）
場 所 にじいろフェスタ屋外イベント
企 画 盲導犬啓発「知ってください盲導犬」

■東浦アートプロジェクト
日にち 11月13日（日）
場 所 にじいろフェスタ屋外イベント
企 画 PA（音響講座）

■東浦防災ネット
日にち 12月3日（土）
場 所 町文化センター
企 画 普通救命講習

■東浦通訳ボランティア
日にち 2月18日（土）
場 所 町文化センター
企 画 平成28年度通訳ボランティア講座

イベント

２ ５

なないろの交流スペースは、受付や予約なしで利用できる
交流や談話の場所です。

■親子であそぼうおひさまひろば
（主催：託児ボランティアおひさま）
毎月第3木曜日10:00～11:30に開催しています。
楽しく子育てができるまちづくりのお手伝いとして、
親子で利用できるあそび場です。

■エコキャップ選別活動
障がい者活動支援センターもりもりグループが毎月
第4火曜日11:00～11:30にエコキャップ選別活動
をしています。じつは、なないろではエコキャップ
を集めています。これもボランティアです。

■傾聴定例会
傾聴講座受講者で高齢者施設にて傾聴ボランティア
活動を行っている個人ボランティアが、毎月第3火
曜10:30～12:00にそれぞれの活動の近況報告や困
りごとなどを話し合っています。

■手話サークルなかよしこよし定例会
毎週金曜日10:00～12:00に会員のみなさんが集ま
っています。

■緒川小学校2年生見学
9月21日（水）、10月4日（火）に児童が、町内に
ある施設について学ぶため来館しました。じつは、
児童の中には、すでになないろデビューをしていた
子も！コミュニティまつりに来てくれていました。

■おがわハロウィン2016（主催：かかさの会）
緒川地区の子どもたちに向けて、 10月29日（土）
に「おがわハロウィン2016」を開催しました。地
域コミュニティの活性化、地域の子どもと大人の関
係づくりの場となりました。じつは、なないろから
アツアツのスープをプレゼントしました。

■知立市ボランティアセンター視察
11月10日（木）に知立市ボランティアセンターの
運営委員の方々が視察として来館しました。

■東浦町役場の職員研修
12月26日（月）に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、講師を迎
えて町職員の方が学びました。登録団体のボラティ
アも加わり、今後協働がうまれるかもです。

広くみなさんにボランティアセンターに足を運ん
でいただき、なないろを知っていただけるようイ
ベントにも力をいれています。

■なないろのなつまつり
日にち 8月13日（土）、14日（日)
神経衰弱ゲームでなないろアートに挑戦！
ボール投げゲームで商品をゲット！
じつは、神経衰弱ゲームで作ったなないろアー
トがなないろ入口のアーチになっています。

■おもちゃのかえっこバザール
日にち 8月18日（木）
家庭で遊ばなくなったおもちゃを他のおもちゃ
にとりかえっこするバザールを開催しました。

■おがわコミュニティまつり
日にち 11月6日（日) 
「バルーンDEロケット」
バルーンを使ってロケットの作成と、できあ
がったロケットでゲーム体験。

■ボランティア・市民活動者交流会
～クリスマスバージョン～

日にち 12月24日（土）
「あなたのノウハウおしえて」
今回は、企画協力者を手上げ方式で募集しまし
た。その3名の方がファシリテーターとなり、
活動内容、活動啓発、会員募集などの悩みに参
加者が解決策を提案しました。

■パートナーシップ事業報告会（東浦町）
日にち 5月22日（日）
場 所 イオンモール東浦
工作コーナー、遊び広場を担当
なないろとなないろ登録団体の紹介

■シルバーフェスタ（チームにじ）
日にち 9月24日（土）
場 所 町文化センター
なないろの紹介+いきいきマイレージ補助券

■にじいろフェスタ（東浦町社会福祉協議会）
日にち 11月13日（日)
場 所 町福祉センター
「おでかけボランティアセンター

なないろへGO！」
クイズラリー、デコパージュ体験、居場所、
被災地応援バザー、写真コーナー

おでかけなないろ

■総合ボランティアセンター運営委員会
住民の意見や意向を取り入れたセンター運営や
センター事業の精査、ボランティア・市民活動
を推進する行政や各関係機関に働きかけを行う
ための委員会です。年3回開催しています。

■かりや衣浦つながるねット
地域のイベントや活動団体の情報が集まってい
るサイトです。衣浦定住自立圏域の刈谷市・知
立市・高浜市・東浦町の情報がぎゅっ！
使いやすいサイトを目指して会議や周知のため
のイベントを開催しています。
今年度は6回の会議と10月30日（日）にサイト
の周知、ボランティア・市民活動の啓発イベン
トとして「ご当地キャラgo！～つながるねット
でボランティア～」を行いました。

■ミニ学習会
第1回ボランティアセンター運営委員会開催時に
ボランティアに関する学習会を開催しました。

■福祉施設ボランティア担当者会議
2月17日（金）に福祉施設職員を対象に、ボラン
ティア・市民活動に関する情報の交換、共有の
機会を設けました。

■ちょボラ2016夏
197名(小学生157名、中学生30名、高校生2名、
一般8名)が施設等で延べ268回の体験をしました。

■ちょボラ2016秋
シルバーフェスタ2016・にじカフェ店員さん
デイサービスレクを一緒に楽しむ手伝い
イオンモールイベントスタッフ

■大人のためのはじめてのボランティア
なないろの巻その1. 
なないろのなつまつりで使用する牛乳パック
の収集、にじいろフェスタバザー品の提供

なないろの巻その2.
なないろのなつまつりではじめてのちょボラ1
にじいろフェスタではじめてのちょボラ2

★パソコン、きいてみてね
★つながるねットUP・UP 
★ チラシ作ってみよっと
★ なんでもNPO相談

■facebook開始6月4日
■大判プリンター説明会6月22日
■なないろ図書館open7月1日
■新しい空調設置7月25日

■避難訓練6月7日、2月10日
■緊急地震速報4月1日11:39机下避難声掛け
■暴風警報発令により閉館時間繰り上げ

9月18日、1月20日

■家庭ボランティア調整 春期、夏期、冬期
■企業の社会貢献活動への協力
・(株)豊田自動織機社会貢献グループ
「ふれあいクイズラリー」「じゃがいも収穫
祭」への参加施設の調整

・イオンモール東浦
親子向け地域のあそび場わくわく広場の開催
イエローレシートキャンペーンへの参加
扇風機・本棚・乳児用マットレス・消耗品を
寄贈いただきました。キャンペーンにご協力
くださったみなさま、ありがとうございます。

■保健センターいきいきマイレージ事業へ参加
■緒川コミュニティ、スマイルおがわへ参加
■花壇整備をしていただきました

5月14日・7月13日・12月3日
6月30日には、七夕飾りの笹を
12月16日には、クリスマスツリーも

なないろだけでなく、他団体主催のイベントでも啓発活動を行っています。

ちょボラ

なないろいろいろ

応援事業

■東浦セミナー（おだい市＆東浦セミナー実行委員会)
日にち 11月26日（土）
場 所 町勤労福祉会館
コルクコースターと石鹸のデコパージュ体験、
なないろの紹介

■65歳の成人式（東浦町）
日にち 12月11日（日）
場 所 あいち健康の森
なないろの紹介、パンフレット配布

こんなことも・・・

交流スペースをご利用いただきました

さらにこんなことも・・・

■ちょボラ2016
夏のオリエンテーション

7月23日（土）全3回
7月26日（火）全2回
7月29日（金）全3回
じつは、7月26日のオリエンテーションは、
町内障害者施設のくすの樹で行い、見学も
させていただきました。ここで作っている
おいしいシフォンケーキは東浦町観光協会の
お土産推奨品にも選ばれています。

今年度は、夏のちょボラだけでなく
秋、大人のちょボラも！
ちょっとしたきっかけが、ボラン
ティアのはじまりです。

■じつは、7月23日に
来館者1万人を突破していました。

多くの方になないろを知っていただき、
活用していただけるよう、なないろの

いろんなことを集めてみました。
まだまだやれること、
たくさんありますね！

第1・3（火)(土)
第2・4（木)
第2・4（水）
第4     （金)(土）

ご来館アンケート実施中
２／１４（火）～ ３月４日（土）

結果については、集計後お知らせします。

■東浦町社会福祉協議会法人設立30周年記念式典
日にち 12月23日（金・祝）
場 所 町文化センター
なないろの紹介、クリスマスブーツづくり
じつは、映画上映中にサンタさんが来て、
作ったクリスマスブーツにプレゼントを
いれてくれたんです。


