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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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第7４回赤い羽根協賛児童・生徒作品コンクール
 愛知県共同募金会　金賞  愛知県共同募金会　佳作

生路小学校１年
田中 理人さん
たなか   りひと

緒川小学校３年　
新海 遥菜さん
しんかい はるな

藤江小学校１年 田中 咲さん
 たなか　　えみ

緒川小学校５年　
清水 駿さん
しみず しゅん

生路小学校６年　
笠本 芽咲さん
かさもと  めいさ

西部中学校１年　
冨田 京平さん
とみた  きょうへい

西部中学校２年　
髙井 珠生さん
たかい   たまき

片葩小学校３年　
南 佳英さん
みなみ  かえ

森岡小学校４年　
渡邉 壮祐さん
わたなべ そうすけ

緒川小学校４年　
民田 姫舞さん
みんだ     ひま

森岡小学校５年　
石井 理乃さん
いしい   あやの

片葩小学校6年　
青木 千春さん
あおき   ちはる

北部中学校３年　
水野 和奏さん
みずの   わかな

東浦中学校３年
永徳 美優さん
えいとく    みゆ

東浦町共同募金委員会賞

西部中学校３年　　東原 広奈さん
東浦中学校３年　　山本 結愛さん
東浦中学校１年　　池田 瑠華さん
片葩小学校６年　　窪野 心花さん
森岡小学校５年　　濱田 果歩さん
卯ノ里小学校４年　安井 悠人さん
緒川小学校４年　　三矢 優里さん
片葩小学校３年　　坪田 紗和さん

〈 書道の部 〉

西部中学校１年　　西津 綾華さん
西部中学校１年　　矢澤 凜さん
西部中学校１年　　山口 彩華さん
石浜西小学校６年　石川 花穂さん
緒川小学校６年　　土屋 李月さん
藤江小学校６年　　首藤 れなさん
卯ノ里小学校５年　東 花菜さん
片葩小学校４年　　津田 悠斗さん

〈 ポスターの部 〉

感染症を予防してフレイルも予防しましょう！

フレイルってなあに？

フレイルを予防するためには！
■バランスの良い食事を心掛けましょう！
・たんぱく質を積極的に毎食摂る。（体重1㎏あたり１g/日以上の摂取が推奨されています）
・毎日３食をしっかりとよく噛んで食べる。

■自宅でも運動を続けましょう！
・散歩や体操、ストレッチ等を続ける。
・日常生活の中で「＋１０」を心がける。（※今より１０分多く体を動かしましょう）
（例：エレベーターを階段に変える、駐車場を遠くに停める、自転車や徒歩で出かける）

■人とのつながり、刺激のある毎日を送りましょう！
・電話等を活用して、意識して会話を増やす。・楽しみや趣味を見つけて、つながりの輪を広げる。
■お口の清潔を保ちましょう！
・毎食後と寝る前に歯を磨く。
■手洗い・うがい・マスクの着用を忘れずに感染予防を心がけましょう！

赤い羽根協賛児童・生徒作品コンクールに、
たくさんのご応募をいただきありがとうございました。
町内の小・中学校から書道４１９点、ポスター１４６点
の応募をいただき、審査の結果、愛知県共同募金会
金賞・佳作、東浦町共同募金委員会賞の入賞作品が
選ばれました。
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新型コロナウイルスに加えてインフルエンザが流行する時期になりました。
高齢者は、インフルエンザになると肺炎を合併する率が高いため注意が必要です！また、発熱
や全身倦怠感は食欲を低下させて栄養状態を悪くしたり、歩けていた人が寝たきりになったり
する可能性が高くなります。健康を保つためには、回復力や抵抗力を下げない体づくりが大切
になります！

健康 要介護や寝たきり        と　　　　　　　　 の間の状態のことを指します。そのままにしておくと要介護に
進みやすくなってしまいます！また、フレイルが進むと体の回復力や抵抗力が低下するため
感染症にもかかりやすく、重症化しやすくなります。フレイルを予防して健康な生活習慣を
維持していきましょう！



1月
月 MON 火 TUE 水 WED

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

木 THU 金 FRI

地域支え合いセンター『にじいろひろば』

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

1月のテーマ

はじめての方優先

はじめての方優先

要予約

要予約

要予約

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）

出前講座を行います！

認知症
サポーターとは

行方不明高齢者等 捜索模擬訓練 

｠
Tel:0562-84-3741　講座の1か月前までにご連絡ください。東浦町社会福祉協議会(地域福祉係)

東浦町内(会場はご用意ください)
(個人 ・ 団体は問いません)4人以上のグループ

【上記共通】

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

13：00～16：00
若者ひろば

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

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

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

１３日（金）「はりこのウサギ」　㈱SKY フェリーチェひがしうら
１７日（火）「災害時を乗り切ろう！ お家にあるものを活かすアイデア」　東浦町社会福祉協議会
２０日（金）「はじめてのZoom体験教室」　ソフトバンクイオンモール東浦　　
２４日（火）「太極拳で目指せ健康」　太極拳美花中華武術連盟
２７日（金）「ぞうきん哲学ダスキンの道」　ダスキン東浦　　　　　　　　　　　　　

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
１月１３日（金）・１９日（木）
     ２３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）

臨床心理士
相談

居場所
【 1 2月】福祉センター アラカルト （参加費：無料）

1日(木)、15日(木)
午後１時～５時

13日(火)、27日(火)
正午～午後３時
【問い合わせ】 東浦町社会福祉協議会　☎0562-84-3741

 　10：00～11：30
 　出前講座体験の日
【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

が○
 　13：30～15：00
うたごえサロン
～さるすべり～
【要予約】１０人まで

が○

10：00～11：30
健康のすすめ

【要予約】１０人まで

が○

13：30～15：30
スマホ教室

【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

が○13：30～14：30
　 脳トレ教室　体操の日
～きらめき☆ふれんず～
【要予約】１０人まで

が○

10：00～11：00
しょうべいさんと
ウクレレを楽しもう♪

※募集は
終了しています

 　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

○ほ

 　10：30～14：00
キャラメル♪広場
  ～キャラメル♪～

【要予約】５組まで

○ほ

豆まきをしよう

１食３００円

年末年始休館 12/29～1/3

・　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１２月１５日（木）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。

認知症サポーター養成講座

行方不明者への声掛けの方法を学ぶ捜索模擬訓練を出前講座として行っています。
行方不明高齢者等捜索メール配信システム「みまもりねっと」を実際に使っていただ
くこともできます。

認知症に関する正しい知識と理解を持ち、日常生活の中
で認知症の人とその家族に対して、できる範囲で手助け
をする人です。

対象
場所
申込み・問い合わせ

「認知症とは」「認知症の人との接し方」
60分～90分程度(内容・時間はご相談ください)

内容
時間

声掛けの方法、メール配信システムの登録、捜索・声掛け
120分程度(内容・時間はご相談ください)

内容
時間

地域のにぎわい　もどってきました！

森岡地区

↑森岡コミュニティまつりの様子

↑緒川コミュニティまつりの様子

緒川地区

藤江地区

↑藤江コミュニティまつりの様子

社会福祉協議会も、森岡地区・緒川地区・藤江地区のコミュニティまつりに出展させていただきました。

「ふくし」に関するクイズと輪投げゲームを楽し
んでもらいました。秋晴れの下、子どもたちの
笑顔やはずむ声に元気をもらいました!

今年はクイズと“巨大ボールころころ”、おかしす
くいにチャレンジ！たくさんの“おがわっ子”の笑
顔に出会え、なないろも元気をもらいました♪

クイズとボール投げの出展を行いました。笑
顔でいっぱいの子どもたちと、それを見守る親
御さんの優しい目。藤江のみなさんのいきい
きとした姿をたくさん見ることができました！


