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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://higashiura-syakyo.com/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

Contents

■新規登録団体
平成30年4月以降、あらたに５団体がなないろ
の仲間に加わりました
・多文化共生ひがしうら（4月）
・サウンドボックス（５月）
・いりゃぁせ高根の森（５月）
・NPO法人名古屋発明研究会（8月）
・東浦サクラにゃんこ（9月）
※きらめきｆは、きらめき☆ふれんずに変更
になりました

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、平成30年7月豪雨災害義援

金箱・平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
箱を設置しています
昨年度、九州北部豪雨災害義援金箱にお寄せ

いただいた1,101円は、大分県共同募金会へ送金
しました

ﾌ ｪ ｲ ｽ ﾌ ﾞ ｯ ｸもﾁ ｪ ｯ ｸ！
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■講座（要申し込み）

はじめまして、森岡です
ボランティアはじめの一歩
なないろのこれから

臨時開館・休館のお知らせ
開館：11/4（日）9:30～13:30

おがわコミュニティまつりへ出展
（通常業務は行いません）

休館：11/10（土）終日
11/11（日）にじいろﾌｪｽﾀ出展振替のため

▶読み聞かせボランティア養成講座
親子で楽しむ読み聞かせ講座です

と き 11/24 (土)  11:15～正午
第9回おだい市＆東浦セミナー内

ところ 勤労福祉会館 研修室2
講 師 山口陽子氏（元美和町図書館員）

▶雑談力のススメ
誰にでも使える雑談の極意を教えます

と き 11/27 (火)・12/4 (火) 14:00～15:30
ところ 総合ボランティアセンター なないろ
講 師 NPO法人福祉サポートセンター

さわやか愛知 キッズハウス
鳴澤敬子氏（管理者）

▶まちを元気にするセミナー
元気な活動を見学し、参加者同士で「何かしたい」
「やってみたい」を共有・共感してみませんか

①と き 11/29 (木)  9:30～正午
ところ 森岡台ふれあいサロン

②と き 11/30 (金)  13:00～15:30
ところ 地域の縁側グリーン・ラソ

※①②のどちらかを選択
③と き 12/1 (土)  9:30～正午
ところ 総合ボランティアセンター なないろ

講 師 NPO法人NIED・国際理解協力センター
伴 和子氏（研究員）①
平野木恵氏（研究員）②③

■お楽しみ企画

イオン幸せの黄色いレシート キャンペーン
12/11 (火) 11:00～12:00
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・ホームページで
内容をご確認のうえ、ぜひお申し込み・ご参加ください

なないろのなつまつり
は、大勢の方に楽しん
でいただきました。

▶緒川ハロウィン2018（要申し込み）
10/27 (土) なないろがスタートです

▶おがわコミュニティまつり
11/4   (日) なないろで工作&ゲーム

▶にじいろフェスタ
11/11 (日) 福祉センターへおでかけ
ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰで巨大ｶﾞﾁｬｶﾞﾁｬﾏｼﾝに挑戦

▶第9回おだい市＆東浦セミナー
11/24 (土) 勤労福祉会館へおでかけ
クリスマスツリー工作（予定）

▶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）

11/7・12/7・2/7・3/7
（水） （金）（木）（木）

10:00～12:00(時間内ご自由にどうぞ）

総合ボランティアセンターなないろ登録状況
（9月30日現在）

団体数 82 団体会員数 １,232名

４月からボランティア
センターに配属になり
ました、森岡です。

みなさまのおかげで、総合ボラ
ンティアセンター なないろは、
この７月に５年目に入りました。
誰もが知っている、たくさんの
にぎわいのあるセンターを作っ
ていければと思っています。

まだまだ未熟者ではありま
すが、一生懸命がんばりま
す。よろしくお願いします。

七色茶房のお菓子は、
毎回ちょっと楽しみ^^

ちょボラ2018では、
みなさんのがんばる姿
に、ジーンときました。

車座は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
ていくための企画です。取り上げてほしいテーマのご意見、待ってます！

個人登録者数 48名
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自分の住む地域で、「困っているひと」「困っていること」のために、何かはじめる
きっかけは、声かけかもしれません。そのひと声がボランティアのはじめの一歩です。

２ ３

ボランティアはじめの一歩

■東浦地域ねこの会
地域住民の理解と協力を得て、地域
ねことして一代限りの命を全うでき
るよう適切に管理しており、譲渡会
の開催も行っています

■ひがしうら映画プロジェクト
町政70周年を記念し、市民映画
を制作しています
2019年2月上映予定です

カラフルにチラシなど
を同封できます。次
号（2019年3月配布）
の持ち込み期限は、
3月15日です

東浦町地域福祉活動助成事業助成金を受けて、
支援事業や交流事業が始まります

■特定非営利活動法人来夢の森
障がい者スポーツを通じて交
流・理解の機会として交流会
を開催します
■リトルハピネスタイム
怒りのコントロールの仕方を
学ぶ親子アンガーマネージメ
ント講座を開催します

ブルーベリー
なす・イチゴ
が実を結んで
くれました

東浦町パートナーシップ推進事業補助金を
受けて、まちづくりの活動を始めています

お家で眠っているクレヨン
の寄付を募ったところ、
55箱相当のご寄付をいた
だきました
七色茶房で、いただいたク
レヨンを再生させる体験を
行いました
今後も体験を行ったり、再
生クレヨンをなないろ啓発
品として活用していきます
~ありがとうございました~

■サウンドボックス
町内福祉施設や町内イベント等歌を
歌っていただく機会として演奏活動
を活発に行っていきます

■多文化共生ひがしうら
災害時の行政と外国人被災者をつな
ぐ体制づくりのため、災害多言語支
援センター設置訓練を行います

今号は、豊田市社会
福祉協議会さんとボ
ランティアさんからイ
ラストを提供いただき
ました
～ありがとうございました～

地域ねこ活動は、地
域に住みついている
所有者のいない猫を
地域の方の認知と
合意に基づいて、地
域で管理していく取
り組みです

地域ねこは耳のV字
カットが目印

自分の住む地域のために「何か」
やってみたいけど、「何から」始め
ていいのかわからない、そんなあ
なたの「思い」を形にする「おすそ
わけ隊」の養成講座も始まってい
ます

こんなときも声かけで
安心です

ゆくゆくは地域にお世話になるか
もしれませんが、今は地域のみな
さんに貢献したいと思いました。
おすそわけ隊養成講座を受講し、
登録しました。地域でつながって
いくといいですね。おすそわけ隊
デビュー待ちです。

同じ地区の方のゴミ出しの
活動をはじめました。まだ
作業としてのゴミ出しです
が、いろいろとお話ができ
るようになるといいなと
思っています。

今年の花壇 ちょボラ2018寄付も
ボランティアですの巻

9月に生路・藤江地区で
開催し、今後も地区ごと
に開催予定です

トピックス

顔見知りの方のお宅で、お
話し相手の活動をしました。
最初は、お話を聞かなく
ちゃ！と思っていましたが、
そこは知っている同士、楽
しかったですよ。

話し相手やゴミ出しなど高齢者
の暮らしの「ちょっと困った」を、
個人のできる範囲でお手伝いす
る互助の取り組みとしてスタート
しました

地域みんなで「できること」を分
け合って、誰もが安心して暮ら
せる支え合いのあるまちを作り
ましょう!!

ガイドをしてく
れる人がいる
と安心ですね

高齢者にとって、布団干しや買い物、草取り、ゴミ出し

などは、身体への負担がちょっとした困りごとです
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