
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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認知症になっても安心して暮らしたい

認知症について知りたい

認知症があってもなくても参加できる、認知症を理解しあえる場所です。
お茶をしながら、脳トレや回想法を楽しんだり、認知症の相談をしたりすることができます。

開催中

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面申し込み制とさせていただきます。

ハ－トフルケアセミナ－
介護者のための

７/１(金)　午後１時30分～３時30分

第1回　家庭介護に必要な介護技術入門
～車いす介助の基本～

７/15(金)　午後1時30分～3時30分
第２回　高齢者施設の選び方～どこで最期を迎えるか～

７/29(金)　午後1時30分～３時30分

第３回　介護者サポート教室　転倒からの復活
～転んだ後の健康づくり～

■場 所 東浦町福祉センター　2階
■対　象 東浦町在住の方を介護されている方、またはこれからされる方
■定　員 10名(先着順)　 ※定員を超えた場合はキャンセル待ちとさせていただきます。
■申し込み ６月１日(水)～６月２4日(金)の間に電話で問い合わせ先へ（平日午前８時30分～午後５時15分）
■問い合わせ 東浦町高齢者相談支援センター　☎0562-82-2941
※暴風警報が出た場合は開催を中止いたします。その他、感染対策等で予告なく中止する可能性があります。
※受講の際はマスクを着用いただき、手洗い・手指の消毒をお願いします。

介護の基本的な技術や知識を身に付け、家庭介護に活かしませんか？

と き

と こ ろ

申し込み先 社会福祉法人 東浦町社会福祉協議会　☎ 0562-84-3741

にじいろひろば（福祉センター1階）

毎週水曜日 午前9時30分～11時30分（祝日・年末年始を除く）

ひだまりカフェ
（認知症カフェ）



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）

と　　き：６月14日(火)午後６時30分～７時30分
と こ ろ：総合ボランティアセンターなないろ　
定　　員：15名【先着順】 対　　象：東浦町在住・在勤の方
参 加 費：無料 講　　師：整理収納のトビラ　谷口　有里 氏
申し込み：６月４日(土)～電話・窓口にて

対　　象：東浦町内在住・在学・在勤の小学生・中学生・高校生・一般の方
内　　容：町内の福祉施設、集いの場等でのボランティア体験
受付期間：６月11日(土)～７月２日(土)
体験期間：７月26日(火)～８月26日(金)※１人につき体験日は最大３日間とさせていただきます。
申し込み方法：なないろや福祉センター等で配布している所定用紙に必要事項をご記入ください。
　　　　　　　町内の小・中学校、高校の学生・生徒のみなさまには所定用紙の配布を行います。
そ の 他：申し込みは先着順となります。ご了承ください。

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
 〒470-2102　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
 開館時間：午前９時30分～午後８時（※火曜日のみ午後９時まで　日・月・祝日休館）

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） 

6 月　　福祉センター　　アラカルト　　（参加費：無料）

２日(木)、16日(木)
午後１時～５時

KURUMA・ザ・トーク　車座vol.１
わかりやすい整理収納の講座～整理収納アドバイザーが教えます～
片付けてみようかなと思っているけど、どこから手をつけて良いかわからない方や
片付け方がわからない方、整理収納の基本をなないろで学びませんか?

たにぐち　  ゆり

◆モーニング　9:00～11:00
　（ファームさんのおいしいコーヒーあります）
◆フードドライブ
終日、缶詰・レトルト品等の
食料品を集めています
◆食べてみたい「にじどん」選
手権
◆にじいろクイズ 景品あり！

◆出張幸福屋（しあわせや）
毎月第４金曜日にふぁー
まーずまるしぇ栞里で行っ
ている認知症当事者が運
営するカフェです。

ふらっとお立ち寄り企画

予約企画

にじいろひろば誕生祭２周年記念
７月１日(金)

会場 にじいろひろば午前９時～午後３時３０分

ちょボラ　　　  夏～６月11日（土） 受付開始～2022

※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。

ボランティアを気軽に体験できるちょボラを今年も開催します。この夏をきっかけに
ボランティア体験をしてみませんか？　みなさまのご参加、お待ちしています♪

○居 居場所

14日(火)、28日(火)
正午～午後３時

○臨 臨床心理士
相談
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7月のテーマ

「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・申し込み】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）

今月のにじどん
７月８日（金）・２１日（木）
　２５日（月）
１１：３０～１３：００ ・・・ １２食限定

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。

　 13：30～15：30
　スマホ教室

1０人まで

地域支え合いセンター『にじいろひろば』

1食 ３００円　 

オープン

ランチ

４日（月）「野菜のチカラ」　メドック東浦 管理栄養士 吉田梨恵　
８日（金）「転倒予防教室」　社会福祉法人八起社 老人ホーム東和荘
１１日（月）「サービス利用と相談支援について」　東浦町障がい者相談支援センター 増田幸史
１５日（金）「もっと簡単に！もっと楽しく！スマホを暮らしに役立てよう」　デジタル活用支援推進員 児玉しげみ
１９日（火）「クイズやゲームで楽しく終活！」　㈱ JAやすらぎセンター 
２２日（金）「世界チャンピオン直伝！~太極拳で目指せ健康～」　謝 美花　
２６日（火）「5年後も健康と笑顔でいるために大切なこと」

（一社）体力メンテナンス協会認定 体力指導士 鈴木真子

1

○が

○が

13：00～16：00
若者ひろば

○キ

はじめての方優先

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

・　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、　　　　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６月１5日（水）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。

【要予約】
13：30～14：30
出張幸福屋
「認知症の人の話をきこう」

1０人まで

○が

【要予約】

にじいろひろば誕生祭

　13：30～15：00
　地域貢献プログラム
～チームミンナノチカラ～

1０人まで

○が

【要予約】1０人まで

　14：00～16：00
麻雀・囲碁・将棋・
ボードゲームの日

○が

【要予約】

　 13：30～14：30
脳トレ教室　体操の日
～きらめき☆ふれんず～

1０人まで

○が

【要予約】

　 10：00～11：30
　ふれんずカフェ
～育成会ふれんず～

1０人まで

○ほ

【要予約】

　10：00～11：30
　出前講座体験の日

1０人まで

○が

【要予約】

【要予約】

9：30～11：30
ひだまりカフェ（認知症カフェ）

14：00～15：00
いきいき１００歳体操

1０人まで

1０人まで

【要予約】

【要予約】

　 13：30～15：00
　おしえてなないろ先生

1０人まで

○が

【要予約】

　 13：30～15：00
　うたごえサロン
～さるすべり～

1０人まで

○が

【要予約】

【要予約】

9：30～11：30
ひだまりカフェ（認知症カフェ）

14：00～15：00
いきいき１００歳体操

1０人まで

1０人まで

【要予約】

【要予約】

9：30～11：30
ひだまりカフェ（認知症カフェ）

14：00～15：00
いきいき１００歳体操

1０人まで

1０人まで

【要予約】

【要予約】

9：30～11：30
ひだまりカフェ（認知症カフェ）

14：00～15：00
いきいき１００歳体操

1０人まで

1０人まで

【要予約】

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

　 10：00～11：30
　健康のすすめ

1０人まで

○が

【要予約】

　 13：30～15：00
　食のすすめ

1０人まで

○キ

【要予約】

　 10：30～14：00
キャラメル♪広場
～キャラメル♪～

10人まで

○ほ

【要予約】 どんなことをするの？

オレンジリングが
もらえるよ！

詳細はこちら➡ 詳細はこちら➡
などなど

ＣＳＷに関する情報

ＣＳＷは、東浦町が認知症になっても住み慣れた地域でその人らしく安心して暮らし続けることができるまちとなるよ
うに、地域のニーズを掘り起こし、そのニーズに合った福祉サービスや関係機関につなぐ役割も担っています。

地域でＣＳＷを見かけたら、「認知症に関する悩み」や「こんなことやってほし
い」等、お気軽にお声がけください。認知症以外でも日常生活でお困りのことが
ありましたら、ご相談ください。

毎週水曜日、にじいろ
ひろば(福祉センター)
にて開催しています。
お茶を飲みながら、簡
単な脳トレや体操、回想
法等を行っています。

地域の住民や小中学校、
企業向けに認知症を正し
く理解してもらうことを
目的に「認知症サポータ
ー養成講座」を開催して
います。

認知症当事者の方々の
社会参加等を目的に、活
躍できる場づくりを行っ
ていきます。同時に、企
業や住民等へ社会参加
活動に対する理解促進
を行います。

CSWは認知症に関する事業も行っています！CSWは認知症に関する事業も行っています！コミュニティ
ソーシャル
ワーカーCSWCSW

だまりカフェ（認知症カフェ）ひ 知症サポーター養成講座認 事者の方への支援当

要予約
　 9：00～16：00
フードドライブの日

13：00～16：00
若者ひろば

○キ


