
高齢者虐待は特別なことではなく、誰にでも起こりうる身近な問題です。介護を担う介護者が心身ともに疲弊し、追い詰められ、自
覚がないままに「虐待」に至ってしまうこともあります。周囲の人の声かけや変化への「気付き」が、高齢者の尊厳を守り、介護者を救
い、高齢者虐待の防止につながります。

介護者の場合、介護疲れ等がストレスを増大し、虐待の要因になることがあります。特に介護が
長期化している場合は、周囲の配慮が必要です。
また、虐待をしてしまう人が病気や精神的な問題を抱えている場合、こうしたことが虐待につながることもあります。

高齢者が、認知症による言動の混乱や身体の機能低下等により、自分の要望をうまく伝えられないことが、
結果として虐待の要因となることがあります。
また、こういった高齢者の症状そのものが、介護者の負担やストレスの一因になることがあります。
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１１月は高齢者虐待防止推進月間です！

虐待の種類

【虐待を受けやすい人（高齢者）の要因】

【虐待をしてしまう人の要因】

虐待をしてしまう人へのサポート例
介護保険や障害福祉サービスの利用で介護者の負担を減らし、休息できる時間を作る。

介護への知識や技術不足で虐待につながらないよう、専門家が正確な知識や情報を提供する。

専門家との相談や家族会への参加等で、介護者の心を癒し、家族関係の回復につなげる。

経済的な問題など介護者が支援を必要としている場合、専門機関が適切な対応を考え支援する。

問い合わせ・相談先　東浦町高齢者相談支援センター　☎0562-82-2941

健活☆縁活☆笑活 出前講座

「笑いヨガ」
～withコロナ時代を笑顔で健康に生き抜く～

開 催 日 時

11月14日 石浜コミュニティセンター
13：30～15：00

11月21日 卯ノ里コミュニティセンター
10：00～11：30

11月29日 藤江コミュニティセンター
13：30～15：00

12月 ２日 森岡コミュニティセンター
13：30～15：00

12月 ６日 緒川コミュニティセンター
13：30～15：00

12月12日 生路コミュニティセンター
10：00～11：30

▲コロナ禍以前に開催された「笑いヨガ」講座の様子

左記の日時にて「健活☆縁活☆笑活 出前講座」を開催します。今回は「やっぱ
り笑顔になることが一番！」ということで、講師をお招きし「笑いヨガ」を行いま
す。コロナ禍で沈んだ気持ちを笑って一緒に吹き飛ばしませんか？
楽しい講話や笑顔になれる笑いヨガは盛り上がること間違いなし！

フードドライブ ●食品・飲料等 計1,171点263kg
ご寄付をいただきありがとうございました。

今
年
も
開
催
し
ま
す
‼

対 象 者 町内在住・在勤・在学の方

定　 員 各地区25名程度
講　 師 コーチングプロコーチ

笑いヨガ（ラフターヨガ）ティーチャー
教育講演家
や　　ね　　や ま　さ　お

家根谷　政雄 氏
申し込み方法 氏名、連絡先、お住まいの地区を明記の上、下記まで申し込みください。

申し込み先 東浦町社会福祉協議会 地域福祉係（CSW）

0562-84-3741
h.csw@ma.medias.ne.jp 主催：東浦町社会福祉協議会 　協力：東浦町

❶東浦町総合ボランティアセンター なないろ
ボランティア、市民活動の総合窓口です。どんなことでもお気軽にご相談ください。
住　所：東浦町大字緒川字屋敷弐区61-1
電　話・FAX：0562-51-7697
メール：nanairo@ma.medias.ne.jp
利用時間：午前９時30分～午後８時 ※火曜日のみ午後９時（日・月・祝日休館）

★東浦町社会福祉協議会
ふくしの総合窓口です。どんなことでもお気軽にご相談ください。
コミュニティソーシャルワーカー（地域福祉相談員）も配置しています。
住　所：東浦町大字石浜字岐路23-1（福祉センター内）
電　話：0562-84-3741 FAX：0562-84-3737
メール：h-syakyo@ma.medias.ne.jp
利用時間：午前８時30分～午後５時15分（土・日・祝日休館）

❷東浦町高齢者相談支援センター
高齢者の介護・福祉・医療・認知症等の専門相談窓口です。
住　所：東浦町大字石浜字岐路28-2（勤労福祉会館内）
電　話：0562-82-2941 FAX：0562-82-2945
メール：h.hokt@ma.medias.ne.jp
利用時間：午前８時30分～午後５時15分（土・日・祝日休館）
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▲家根谷氏の
　プロフィール等が　
　ご覧になれます。

詳し
くは、こちらも見てね！
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11月1日（火）から受け付け開始

⑤経済的虐待④性的虐待③心理的虐待②放棄・放任（ネグレクト）①身体的虐待

負 担 を 軽 く す る
知識や技術を増やす
心 の ケ ア を す る
専門的な支援をする

虐待が起こる要因は様々ですが認知症が要因となっていることもあります。東浦町高齢者相談支援センターには認知症初期集中支
援チームが設置されており、認知症に関するご相談もお受けしています。「高齢者虐待かな？」と気になったり、気付いたり、心配にな
ったりしたときは、ためらわずご連絡ください。ご連絡くださった方の情報は守られます。
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地域支え合いセンター『にじいろひろば』

  2日（金） 「お葬式のマナー」　㈱JAやすらぎセンター　
  5日（月） 「骨と筋肉を強くする食生活」　ヒューマンフィットネス東浦　檜垣由梨子　 
  9日（金） 「救命救急のお話～AEDの使い方など～」　社会福祉法人相和福祉会　くすの樹
12日（月） 「個性的なわが子について話しませんか」　東浦町手をつなぐ育成会ふれんず　　　
16日（金） 「もっと分かる！スマートフォン体験教室（基本編）」　ソフトバンクイオンモール東浦　　
20日（火） 「新聞ちぎり絵」　認定NPO法人　絆　
22日（木） 「にじいろひろばのことわかってくれたかな」　社会福祉法人　東浦町社会福祉協議会
23日（金）「護身術と健康法を学ぶ～少林寺拳法修行法の極み」　少林寺拳法愛知東浦道院　代表 水野廣春　

要予約

オープン

ランチ ○が

○キ
食を通じて、フードドライブ・知る・
つくる・食べる楽しさを実感！
一人でもできる活動のきっかけに
ご参加ください。

プログラムを通じて、教え・ 学び・
交流できる、共に育みあう場として
ご活用ください。

にじいろがっこう

にじいろキッチン
親子のふれあい、遊びの場、子育ての
情報交換やお悩み相談等、リフレッシュ
できる場としてご活用ください。
ゆっくりランチやおしゃべりも楽しめます。

身近なふくしの相談窓口です。
くらしの困りごと、地域の困りごとをお気
軽にご相談ください。

○ほ ほっとここ

総合相談

臨床心理士
相談

居場所

12月のテーマ

はじめての方優先

要予約

要予約

要予約

お待たせしました！！３年ぶりの開催です！！

にじいろフェスタにじいろフェスタ
 誰でもみんなが楽しめるお祭りです！！遊びに来てね！！ 

12日(土) 13日(日)

赤い羽根共同募金 13日(日)
10:30～11:00

読み聞かせボランティア養成講座

大人のこころにググっとくる♡絵本の読み聞かせを学ぼう
人に本を読んであげる読み聞かせに興味のある方、読み聞かせボランティアに関心のある方、絵本の大好きな方、お気軽にご参加ください♪

11月８日(火)から電話・窓口にて森岡台おはなし広場(なないろ登録団体)
15名【先着順】※見守り託児をご用意しますので、お子様と一緒でもご参加いただけます。

東浦町在住・在勤・在学の方無料　
東浦町総合ボランティアセンターなないろ　
11月29日(火)10:00～11:30

ひきこもりの理解を深める講演会

開催日程

12月3日(土)
12月3日(土)
12月10日(土)
12月10日(土)

10：00～11：30
14：00～15：30
10：00～11：30
14：00～15：30

開催時間 開催場所

卯ノ里コミュニティセンター
森岡コミュニティセンター

藤江ゆうゆう憩の家(老人憩の家)
福祉センター (オンライン開催あり)

定　員
申し込み

申し込み先

対　象 関心のある方はどなたでも

東浦町社会福祉協議会 地域福祉係(ＣＳＷ)　TEL 0562-84-3741　(8:30～17:15　土・日・祝日を除く)
E-mail: h.csw@ma.medias.ne.jp

【 11月】福祉センター アラカルト （参加費：無料）

17日(木)
13:00～17:00

８日(火)、22日(火)
12:00～15:00

【問い合わせ】 東浦町社会福祉協議会　☎0562-84-3741

・　テーマをご確認ください。
・参加費は指定がない限り、無料です。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、【要予約】マークのある企画は事前に予約申し込みが必要です。
予約は１１月１５日（火）から問い合わせ窓口または電話で受け付けます。
・予告なく内容を変更及び中止することがあります。あらかじめご了承ください。 13：00～16：00

若者ひろば 【要予約】１０人まで

13：30～15：00
終活のすすめ

が○

13：30～15：00
食のすすめ

【要予約】１０人まで

キ○
が○14：00～16：00
麻雀・囲碁・将棋・
ボードゲームの日
【要予約】１０人まで

9：30～11：30
ひだまりカフェ（認知症カフェ）
【要予約】１０人まで

14：00～15：00
いきいき１００歳体操
【要予約】１０人まで

が○　 13：30～15：00
　地域貢献プログラム
～チームミンナノチカラ～
【要予約】１０人まで

【要予約】１０人まで

　 10：00～11:30
　ふれんずカフェ
～育成会ふれんず～

○ほ 10：00～11：00
しょうべいさんと
ウクレレを楽しもう♪
が○    13：30～14：30
脳トレ教室　遊びの日
～きらめき☆ふれんず～
【要予約】１０人まで

9：30～11：30
ひだまりカフェ（認知症カフェ）
【要予約】１０人まで

14：00～15：00
いきいき１００歳体操
【要予約】１０人まで

キ○     9：00～16：00
フードドライブの日

13：00～16：00
若者ひろば

が○13：30～15：30
スマホ教室

【要予約】１０人まで

○ほ     13：30～15：00
親子ふれあい遊び
～スマイルリップル～
【要予約】１０人まで

が○10：00～11：30
出前講座体験の日

【要予約】１０人まで

9：30～11：30
ひだまりカフェ（認知症カフェ）
【要予約】１０人まで

14：00～15：00
いきいき１００歳体操
【要予約】１０人まで

が○13：30～15：00
知っとこにじいろひろば

【要予約】１０人まで

が○13：30～15：00
おしえてなないろ先生

【要予約】１０人まで

10：30～14：00
キャラメル♪広場
  ～キャラメル♪～
♥お正月飾りを作ろう♥
【要予約】５組まで

9：30～11：30
ひだまりカフェ（認知症カフェ）
【要予約】１０人まで

14：00～15：00
いきいき１００歳体操
【要予約】１０人まで

年末年始休館

12/29木～１/３火

月曜日～金曜日（祝日・年末年始はお休み）
９：００～１６：００
どなたでも気軽に立ち寄り、自由に
お過ごしいただけます。
コーヒーやお茶も楽しめます。

今月のにじどん
１２月９日（金）・１５日（木）
     ２６日（月）
１１：３０～１３：００ ・・・ １２食

「にじいろひろば」は、みなさまからご協力いただいた赤い羽根共同募金を財源に開催します
【主催・問い合わせ】東浦町社会福祉協議会（地域福祉係）☎０５６２－８４－３７４１

東浦町大字石浜字岐路23-1（福祉センター）

１食 ３００円

※募集は
終了しています

■サウンドテーブルテニス体験■千本引き
■手話ゲームコーナー■盲導犬育成募金■家事相談会
■健康チェック■地域ねこ活動■己書体験幸座■脳トレ
■野菜販売■落語■陶芸品■パン■シフォンケーキ

■赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール優秀作品展
■赤い羽根共同募金活動

■バルーンアート■千本引き■地域ねこ活動■落語■己書体験幸座
■作品展・写真展■パン■野菜販売■シフォンケーキ■綿菓子

※産業まつりと同時開催
午前中のみのブースもあります

■東浦町社会福祉協議会からの挑戦状

～ 謎を解いて、ふくしのまち東浦を作ろう！～
謎解きチャレンジ
13日(日)

不登校・ひきこもりをはじめ、日々の生活に生きづらさを感じている本人や家族
が、思い思いの時間を過ごせるフリースペース（若者ひろば）を提供しています。
一歩踏み出して、誰かと時間を共有してみませんか。
まずは相談だけでもどうぞ！長年にわたり支援に携わってきた心の相談員が寄り添
います。家族のみの相談も可能です。（個別相談は要予約）
臨床心理士による不登校やひきこもりに関する相談をお受けします。抱えている不安や
悩みがありましたら「こんなこと・・」と思わず、お気軽にご相談ください。
（要予約　1人30分程度）

身近な人がひきこもりで心配だけど、どのように接したらよいか分からない、何か自分にできることは
ないのだろうかと悩んではいませんか。ひきこもりは「誰にでも起こりうること」です。講演会を通じ
て、一人ひとりができることを一緒に考えてみましょう。

11月１日(火)から　電話・窓口・メールにて

１１月１２日（土）９：３０～１５：３０
１１月１３日（日）９：３０～１５：００ 

福祉センター 一帯日　程 場　所 

ダンス
パフォーマンス

とき
場所
参加費参加費 対象
定員
講師 申し込み

申し込み・問い合わせ：東浦町総合ボランティアセンターなないろ（日・月・祝日を除く）TEL・FAX：0562-51-7697　9:30～20:00（火曜日のみ21:00まで）

講師
ありま まさみち
有馬 正道 氏
臨床心理士

各会場２０名程度

※福祉センターのみオンラインでも受講できます。オンラインでの参加を希望される場合は下記申し込み先までメール
を送信してください。
その際、件名に「ひきこもりの理解を深める講演会」、本文に「氏名」「連絡先」をご記入ください。

医療機関や障害児施設のカウンセラー・
相談員として、心理的な課題をもつ方
へのケアに従事してきた。現在は臨床
心理士として、一般社団法人あいち
福祉振興会にて就労準備支援事業を
担当している。


