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＝ 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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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
HP :  http://www.medias.ne.jp/~nanairo/
開館時間：９：３０～２０：００ （日・月曜日・祝日・年末年始を除く）

なないろのこれから
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■緑綬褒章
ボランティアについては、厚生労働省関係

のボランティア功労が対象になります。「ボ

ランティア功労者に対する厚生労働大臣表

彰」を受賞された団体に案内をしています。

参考として、２０年以上引き続いて月１回以

上のボランティア活動をしていることが必要

です。

～継続は力なり・・・ですね～

新規登録団体
平成29年4月以降、あらたに4団体がなないろの
仲間に加わりました。
・きらめきｆ（4月）
・ひがしうら映画プロジェクト（6月）
・ひまわりの会（7月）
・みんなのいえ（7月）

１０月１日から始まる赤い羽根共同募金運動に
あわせ、なないろでは募金箱を設置します。
「自分の町を良くするしくみ。」の赤い羽根共
同募金にご協力をよろしくお願いします。
※現在、なないろでは豪雨災害義援金箱を設置
しています。

ﾌ ｪ ｲ ｽ ﾌ ﾞ ｯ ｸもﾁ ｪ ｯ ｸ！

１４

■講座

来夢の森から特定非営利活動法人来夢の森へ
なないろの業務～４本の柱～・トピックス
なないろのこれから

臨時開館・休館のお知らせ
開館：11/5（日）9:30～13:30

おがわコミュニティまつり出展
11/23（木･祝）14:00～16:00
レクリエーションチャレンジ講座開催
（いずれも通常業務は行いません）

休館：11/11（土）終日
11/12（日）にじいろフェスタ出展の
振替のため

▶ボランティア・市民活動者向け研修会
「情報！」をテーマにワイワイ語り合ってみましょう

と き 10/27（金）14:00～15:30
ところ ボランティアセンター なないろ
ゲスト 特定非営利活動法人ボラみみ情報局

代表 織田元樹氏
▶傾聴・コミュニケーション講座
今までに傾聴やコミュケーションに関する講座等に
参加したことのない方が対象。コミュニケーション
技術を身につけ、ボランティア活動に活かしませんか

と き 11/16（木）10:00～正午
ところ 緒川コミュニティセンター
講 師 榊原はるみ氏（日本心理学認定心理士）

▶レクリエーションチャレンジ講座（全3回）
あなたも楽しい わたしも楽しい 3講座をご用意！
ご興味のある講座だけの受講もOKです
こころ編 11/23（木・祝） 14:00～16:00
あたま＆手先編 12/ 7（木） ボランティアセンター
からだ編 11/30（木） なないろ

■イベント

ー障がい者スポーツの団体を作られた
きっかけは？
障がい者施設で働いているので、移動
支援をしている時に移動の大変さ（公
共機関を使っての移動はエレベーター
に乗るのも大変）を痛感していました。
移動に時間がかかるので行きたい所へ
行けない、行ってもゆっくり過ごせな
い。それで、障がい者スポーツで地域
の方と交流できる場を作りたかったん
です。
ー法人格取得を目指されたのは？
助成金をとりたかった
ことが１番です。助成
金をとるためには、や
はり団体としてきちん
と活動しているという
裏付けが必要だと思い
ます。団体としての信
用・信頼を得られるよ
う法人格取得を目指しました。

▶イオン幸せの黄色いレシート
キャンペーン

10/11（水）
11:00～11:50
イオンスタイル食品レジ付近
～ご協力よろしくお願いします～

イベント・講座の情報は、毎月1日発行のひがしうらの
ふくし・かりや衣浦つながるねット・facebookで内容
をご確認のうえ、ぜひお申し込み・ご参加ください

代表手作りのパン
フレットです。こ
れからの活動内容
も盛り込まれてい
ます。なないろで
お手にとっていた
だけます。

お仕事帰りのお疲れの
ところを素敵な笑顔で
お話していただきました

ースケジュールはいかがでしたか？
6月中旬に申請をし、県の決定が8月末登記が済
むのが9月末でしょうか。その間に町のパート
ナーシップ推進事業補助金（トピックス参照）の
NPO法人初動支援型に応募をしました。
忙しかったです f(^^;

ー今後についてお聞かせください
町内に障がい者スポーツ施設を建てたいです
ね。カフェもあって、障がい者の就労や地
域の方たちの交流の場となるような。
団体の名前由来となる

「夢を見て、夢を抱き、夢をかなえる」で
障がい者の社会参加活動をして
いきます。

▶おがわコミュニティまつり
11/ 5（日）なないろも出展します

▶にじいろフェスタ
11/12（日）福祉センターへ

おでかけします
▶七色茶房
休館日を除く毎月「７」の日に開催して
います。お茶とお菓子を楽しみながら訪
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（参加費無料）

10/7・11/7・12/7・2/7・3/7
（土）（火） （木）（水）（水）

10:00～12:00(時間内ご自由にどうぞ）

H29.1七色茶房で
来夢の森とボッチャ体験を行いました

ボランティア団体設立7年目にして、法人格取得を目指した「来夢の森」
代表水野有幸さんにお話を伺いました

総合ボランティアセンターなないろ登録状況
（9月20日現在）

団体数69 団体会員数 １,084名
個人登録者数 49名



東浦町総合ボランティアセンター「なないろ」は、住民のみなさんの
ボランティア活動をはじめ、様々な住民活動を支援する、活動の拠点です
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なないろの業務～４本の柱～

■なないろの受付を毎月彩っている
花（花瓶）をご存知でしょうか。個
人ボランティアの上地さんが毎月
持ってきてくださいます。

■なないろのなつまつりを8/12･
13と行いました。今年は、大人の
ためのちょボラでお届けいただいた
トイレットペーパーの芯でちょう
ちょを作り、ゲームも楽しんでいた
だきました。現在、なないろ風除室
内に飾られてみなさまをお出迎えし
ています。

■NPO法人初動支援型
来夢の森

地域の方々に障がい者スポーツの推進・普及と
健康増進事業を行い、障がい者理解・社会参
加・健康増進に寄与する
交付金額 130,564円
■テーマ特定型
ひがしうら映画プロジェクト

町政70周年に向けたショートムービーの制作の
準備を行う
交付金額 291,600円

■音訳ボランティア アイアイ
10月下旬から行う5回の音訳講座の講師料と
音訳作業の効率化に必要なパソコンの購入
助成金額 100,000円

■東浦ふるさとガイド協会
来年7月に実施の

「東浦おだいちゃん検定」用
検定ガイドブックとガイド
養成のためのポスターセッション
ツールの作成費用
助成金額 110,000円
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・相談窓口の設置、対応
・ボランティアコーディネート
・助成金に関する相談対応
・運営委員会に関する業務

・なないろいろいろ

・ＮＰＯに関する相談

・団体、企業の社会貢献活動への協力

・備品管理、貸出業務

・閲覧用パソコンの環境整備
・複写機の維持管理
・会議室の貸出業務

・緊急、救急への対応

・ボランティア登録
・啓発お楽しみ企画
・なないろホームページ
・つながるねット運用
・かわら版発刊
・資料、図書の収集配架
・情報コーナー

・市民活動、ボランティア
NPO情報収集

・地域課題の情報収集
・事業評価、アンケート
ニーズ調査

・ボランティア・市民活動者
養成講座

・車座

・交流会の企画、運営

・七色茶房

ご来館アンケートを
年明け早々に実施します。
実施期間中のご来館の際
にはぜひご協力ください。

～プロボノで社会貢献～
仕事で得たスキルや経験
を生かして社会に貢献で
きるボランティア活動で
す。日頃の仕事は違う新
たな分野の人との交流で
自身のスキルアップにも
つながります。ボラン
ティア未経験でも大丈夫。
社会とつながる、はじめ
の一歩をふみだしてみま
せんか。

平成29年度東浦町福祉活動助成事業審査会報告H29年度東浦町ﾊ゚ ﾄーﾅー ｼｯﾌ゚ 推進事業補助金審査会報告

カラフルにチラシな
どを同封できます。
次号（2018年3月配
布）の持ち込み期限
は2月15日です。

福祉センターで扱って
いる備品も借りること
ができます
(登録ボランティアに限ります)

なないろは、社会福祉協議会が指定管理者として運営しています

社会福祉協議会の「みんなが笑顔で支え合う集えるまち」を
目指し、独自の事業も行っています

おもちゃのかえっこﾊﾞｻﾞｰﾙちょボラわくわく広場災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講座
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