
＝ 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町で活躍する方々の情報を定期的に発信する
かわら版です。
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坂本朱美さんをご存知でしょうか。５年前の退職を機に、自分の行き場所探しから「何か自分に
できることはありますか」と東浦町社会福祉協議会に連絡したことがきっかけで、ボランティア
活動を開始されました。５年間のボランティア活動から信頼を得て、活動場所も広がった坂本
さんの快活ボランティア活動をご紹介させていただきます。

快活・その１ みんなのいえ

ボランティア団体の『みんなのいえ』で
大活躍の坂本さん。活動中のメンバーさ
んにインタビューしたところ、みなさん
「元気！頼れる！料理上手！優しい！親
切！よく気が付く！テキパキ動く !」とよ
いことづくしのご回答でした。

快活・その２ ひだまりカフェ

認知症の方とそのご家族の集いの場所
『ひだまりカフェ』でボランティア活動
をしている坂本さん。ボランティアとし
てだれとでも、相手の目線で気軽に優し
く上手に話をして聞いてくれます。ひだ
まりカフェでも大活躍です。

快活・その３ 東浦オカリナアンサンブル

坂本さんの多彩なご趣味のひとつ、20
年来のオカリナ演奏♪ボランティア依頼
のオカリナ演奏に向けて、仲間と時には
ひとりで日々練習に励んでいます。オカ
リナの音色は坂本さんと同じくとても優
しい音色で癒されます♪

快活・その４ 地域の縁側 グリーン・ラソ

ひだまりカフェ
開催日時：毎週水曜日

９ :３0～1１ :３0

開催場所：にじいろひろば
東浦町福祉センター1階

みんなのいえ
開催日時：毎週第３土曜日

10:00～12 :00
開催場所：新田会館
ー連絡・問い合わせー
東浦町総合ボランティアセンターなないろ

『東浦オカリナア
ンサンブル』への
ボランティア活動
依頼は、なないろ
までお気軽にお問
い合わせください。

お気軽にお越しください!

坂 本 朱 美 さ ん

NPO法人 絆 地域の縁側 グリーン・ラ
ソで毎週火曜日午前に、お茶を飲みなが
ら、認知症予防のしりとりや体操のボラ
ンティア活動をしている坂本さん。坂本
さんについて、まかないシェフランチの
シェフに聞きました。「明るく、場を和
ましてくれます。」とのご回答でした。

2 0 2 1年度のなないろ

◆登録更新◆
なないろ登録団体は、【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(水)までにボランティアセンターへご提出くだ
さい。＊代表変更の際は引継ぎもお忘れなく !
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。

◆かりや衣浦つながるねット◆
衣浦定住自立圏域の刈谷市、知立市、高浜市及び東
浦町のボランティアや市民活動に関する情報を集め
たサイトです。このつながりをぜひ活かしていきま
しょう!!

◆ボランティア活動保険◆
2021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Cプラン・天災Cプランの保険料・補
償内容が改定されています。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。

◆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、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」の「お知らせ」
で探すことができます。

～なないろ登録状況～ （2月1日現在)

▪団体数 84 ▪団体会員数 1,249名

▪個人登録者数 90名

７周年 お 礼

◆車座終了後のアンケートへのご回答◆

みなさんからいただいた「こんな講座をやってほし

い!」をこれからの形にしていきたいと思います。

◆赤い羽根共同募金◆

（なないろ設置募金箱）

ありがとうございました。

◆ご来館アンケートへのご回答◆

結果については、集計後お知らせします。

おみくじは楽しんでいただけましたでしょうか。

総合ボランティアセンターなないろは、

２０２１年に７周年を迎えます。

これからも、いままで以上によろしくお願いします。

f a c e b o o kも
チェック！

ＱＲコードはデンソー
ウェーブの登録商標です。 ＱＲコードはデンソー

ウェーブの登録商標です。

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
HP ： http : //higashiura-syakyo.com/nanairo
開館時間：９：３０～２０：００（火曜日は２１：００まで）
（日・月曜日・祝日・年末年始を除く）

坂本さんの活動紹介

さかもと あけみ

※本取材は、厚生労働省から出されている「新しい生活様式」に基づいて、新型コロナウイルス感染予防対策を講じた上で実施しました。

２０２１年度!!なないろが、みなさまの
架け橋のような施設だと言っていただけ
るように、スタッフ一同、初心に戻り、
パワーアップして努めていきます!

🍀あやめ会地域活動応援隊（4月）

➡町内の環境美化活動をしています。

🍀東浦町商工会手づくりよろいの会（8月）

➡於大まつりを盛り上げるため、甲冑や衣装を手づくりしています。

🍀もりおかコミュニティ広場どんぐり（10月）

➡森岡コミュニティセンターで開催している集いの場です。

🍀楽らくサロン（10月）

➡石浜中自治集会所で開催している集いの場です。

🍀生路ふれあいサロン（10月）

➡生路コミュニティセンターで開催している集いの場です。

🍀HIGASHIURAみんなのカフェ（12月）

➡既存施設を使い、多世代交流型の「食のある居場所」を提供しています。

🍀Peace＆Music（12月）

➡平和の大切さを、音楽を通して子どもたちにつないでいく活動をしています。

🍀学べる子ども食堂 ゆめたま（1月）

➡子ども達にとって、一緒に夢をはぐくみ、育て合える場所です。

東浦町総合ボランティアセンターなな
いろの「なないろ」は、虹の７色を表
し、虹の向こうには、みなさまの架け
橋のような施設になれるようにとの思
いが込められています。

８団体の
新規登録
（2月1日現在）

仲間入り
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２０２０年度のなないろリポート
なないろリポートを通じて、
なないろが行った業務をご紹介します。

◆親子講座介助犬（PR犬）がやってくる!

介助犬にまつわるボランティア活動について学ぼう

〈日時〉8月1日（土）9:00～10:00

〈会場〉町総合ボランティアセンター

〈講師〉社会福祉法人 日本介助犬協会職員・PR犬コア

〈内容〉・介助犬の育成に係わる

ボランティア活動

・介助犬の仕事内容

・PR犬との介助体験

（1名限定）

◆車座vol.1・３ はじめてのZoom

ボランティア・市民活動 ステイホーム応援企画

〈日時〉 10月3日 （土）14:00～15:00(vol.1)

12月19日（土）14:00～15:00(vol.3)

〈会場〉 町総合ボランティアセンター

〈講師〉 株式会社アイプラッド 下玉利ゆう子氏

〈内容〉・ビデオ通話を体験

・Zoomの基本的な操作の学び

車座vol.1は、なないろ登録団体に所属しているメンバー対象に開催しました。

◆七色茶房番外編～デコレーションマスク作り～

〈日時〉 10月17日 （土）14:00～15:00

〈会場〉 町総合ボランティアセンター

〈内容〉 感染症予防対策のデコレーション

マスク作り

◆第１３回おだい市＆東浦セミナー出展

〈日時〉11月１日（日）10:15～12:00

〈会場〉町勤労福祉会館

〈内容〉飛び出すクリスマスカード作り

◆ひがしうらおすそわけ隊養成講座

〈日時〉 10月７日（水）13:30～15:00

〈会場〉 町福祉センター にじいろひろば

〈内容〉 地域での支え合いを形成するための

「ひがしうらおすそわけ隊」養成講座

◆七色茶房 １１月・１月

〈日時〉11月7日（土）10:00～12:00

1月７日（木）10:00～12:00 

〈会場〉町総合ボランティアセンター

〈内容〉お茶を飲みながら訪れた方々の

新たな出会いやつながりをもつ

◆災害ボランティアコーディネーター養成講座

〈共同〉防災リーダー養成講座（町主催）

阿久比町及び阿久比町社会福祉協議会

〈日時〉11月21日（土）12:50～16:00

１ 月23日（土） ９:20～13:00

〈会場〉町福祉センター

〈協力〉東浦防災ネット・愛知県社会福祉協議会

〈内容〉災害時に開設する災害救援ボランティア

センターの運営を担うコーディネーター

の養成講座

◆おひさまひろば

〈主催〉託児ボランティアおひさま

〈日時〉12月17日（木）10:00～11:30

〈会場〉町総合ボランティアセンター

〈内容〉親子で利用できる遊び場の運営協力

◆車座vol.２ こわれたおもちゃを自分で直そう

〈日時〉11月14日（土）13:00～15:00

〈会場〉町総合ボランティアセンター

〈講師〉おもちゃのお医者さん（登録団体）

〈内容〉・修理方法の学び

・修理道具の説明

・自分で直す体験

◆おもちゃのかえっこバザール

〈日時〉12月17日（木）10:30～12:00

〈会場〉町総合ボランティアセンター

〈内容〉家庭で遊ばなくなったおもちゃを

とりかえっこするバザール

森岡リポーター 水野リポーター

みなさま 2020年度も

ありがとうございました。

取材に行った際のみな

さまの優しさに感謝申

し上げます。

なないろ

ようこそ

お 知 ら せ 朗 報

緒川区長様から新年になないろ花壇へと

花の苗をいただきました!

🍀葉牡丹（はぼたん）

🍀勿忘草（わすれなぐさ）

🍀デイジー

車座は、特定のテーマを決
め講師を交えながら参加者
と考え学んでいく企画です!

◆「交通安全ぬいぐるみ人形劇ちろりん村」さん表彰のご報告◆
「交通安全ぬいぐるみ人形劇ちろりん村」さんが、長年の交通事故防止に貢
献された功績を受け、全日本交通安全協会から表彰されました。「交通安全
ぬいぐるみ人形劇ちろりん村」のみなさま、おめでとうございます！
「交通安全ぬいぐるみ人形劇ちろりん村」さんは、町内のみならず近隣市町
の保育園や幼稚園などでも活動され、また、於大まつりでは交通事故防止の
啓発運動も行っています。写真は新型コロナウイルス感染症拡大に伴いやむ
なく中止となった表彰式の代わりになないろで行われた伝達式の様子です。

花が咲くの
楽しみ! 「三丁公園わんずらぶ」さんが、

『ペット防災講座』を12月20日(日)

東浦町藤江の🍀三丁公園🍀で開催

されました! ステキな
公園♪

ひがしうらおすそわけ隊は
地域のみなさんによる
ボランティアです。

クラフト
体験♪

次回は夏が
いいケロ

メンバー
募集中


