
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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令和４年 ７月７日（木）・９月７日（水）・10月７日（金）・12月７日（水）
令和５年 １月７日（土）・２月７日（火）・３月７日（火）
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＜さまざまな相談ごと＞ ＜介護予防のこと＞

＜権利を守ること＞ ＜暮らしやすい地域のために＞
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お茶を飲み、お菓子を食べながら、訪れたみなさまが新たな出会いや
つながりをつくる機会として開催しています！ お気軽にお越しください♪

※内容によっては事前申し込みが必要となる場合があります。詳しくはなないろ（☎0562-51-7697）までお問い合わせください。

高齢者相談支援センターでは、保健師・看護師、主任介護支援
専門員（主任ケアマネジャー）、社会福祉士が互いに連携をと
りながら「チーム」として、地域に暮らす人たちの介護予防や
日々の暮らしをサポートしています。
介護だけでなく福祉、健康、医療等さまざまな分野から総合的
に高齢者とそのご家族を支える機関として専門家や専門機関
と連携しながら、住み慣れた地域で暮らしていけるお手伝い
をしています。

ご相談は電話、来所、訪問等ご希望に応じますので、お気軽にお問い合わせください。

介護や認知症等の問題に応じて適切なサービ
ス・制度のご紹介や関係機関へのご紹介をしま
す。

認知症の高齢者の保護や高齢者虐待・消費者被
害の防止及びその対応等、高齢者が「自分らし
く尊厳ある生活」を送れるよう取り組みます。

加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機
能）が低下した状態の方に対して自立した生活
が送れるように支援します。

みなさまが暮らしやすい地域を目指し、地域の
関係機関と協力していきます。

４月は
ボードゲームを
楽しみました♪

５月はクリーム
ソーダを飲みながら、
懐かしい話に花を
咲かせました♪

時　間 午前10時～正午（時間内は出入り自由） 参加費 無料（飲み物付き）

場　所 総合ボランティアセンターなないろ（東浦町大字緒川字屋敷弐区61-1）

毎月7日は
※日・月曜日・祝日

を除く



第７４回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール作品募集

〇小学校3・4年の部　　「ぼきん」「赤いはね」「たすけあい」
〇小学校5・6年の部　　「共同募金」「赤い羽根」「思いやり」
〇中学校の部　　　　  「共同募金運動」「赤い羽根募金」「地域福祉活動」

応募資格　町内の小・中学校児童生徒（書道は小学校3年以上）
応募方法　令和４年８月26日(金)までに、応募作品へ作品添付用申込書を貼り付けて福祉センターへご提出下さい。（申込

書は福祉センター窓口にも設置しています）
応募作品は、書道・ポスター部門それぞれ1人１点で、未発表のものとします。

発　　表　令和４年10月初旬頃を予定しています。

要予約

【７月】福祉センター アラカルト （参加費：無料）

○居 居場所 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）

７日(木)、21日(木)
午後１時～５時

12日(火)、26日(火)
正午～午後３時

○臨 臨床心理士
相談

8月
月 MON 火 TUE 水 WED

18

25 2622 23

29 30

24

31

1915 16 17

8 9

1 2

10 11 12

木 THU 金 FRI

8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】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　
8月１２日（金）・１８日（木）
２２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。

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

１日（月）「骨・カルシウムセミナー」　雪印メグミルク株式会社
５日（金）「ぜんきゅうさんの絵を描こう」　（株）JAやすらぎセンター
８日（月）「障がいがあっても！ なくても！  障がい者スポーツ」　南知多ビーチプロジェクト　
１２日（金）「おやこであそぼう」　社会福祉法人成仁会 夢ハウスめどっこ保育園
１９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
２３日（火）「親子で遊ぼっ！！」　スマイルリップル 
２５日（木）「おしえてみんなのやりたいこと」　社会福祉法人 東浦町社会福祉協議会
２６日（金）「回るアニマルランドをつくろう」　東浦つくろう・かこう会

3 4 5

○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

・　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７月１５日（金）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】

13：00～16：00
若者ひろば

13：30～15：00
終活のすすめ

1０人まで

○が

【要予約】

要予約
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】

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】

13：30～15：00
親子ふれあい遊び
～スマイルリップル～

1０人まで

○ほ

【要予約】

要予約

13：00～16：00
若者ひろば

9：00～16：00
フードドライブの日
○キ

13：30～15：30
スマホ教室

1０人まで

○が

はじめての方優先

【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】

【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】

【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】

13：30～14：30
脳トレ教室　音楽の日
～きらめき☆ふれんず～

1０人まで

○が

【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】

13：30～15：00
おしえてなないろ先生

8人まで

○が

【要予約】

13：30～15：00
知っとこにじいろひろば

1０人まで

○が

【要予約】

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】

福祉作文コンクール作品募集

福祉作文

書　道

ポスター

【問い合わせ】　東浦町社会福祉協議会 ☎0562-84-3741

愛ちゃん　希望くん
©中央共同募金会

【問い合わせ】 東浦町共同募金委員会　☎0562-84-3741

【問い合わせ】 東浦町社会福祉協議会　☎0562-84-3741

かみや　えつこ

なかしま かつのぶ

すぎの  ただあき

地域や家庭、身近なところでの体験、学校での福祉実践教室やボランティア活動等の体験について、
自分の考えや感じたことを表現したもの。

書道用半紙に、墨書でたて書きし、学年、氏名は必ず書する。（書体は随意）

四つ切画用紙（54㎝×38㎝程度。規格外は対象外）を使用し、たすけあい、
社会福祉、赤い羽根、共同募金等の意味を含んだものとし、画材は自由。

〔募集作品〕
１  400字詰め原稿用紙（タテ書）を使用し、各部門の枚数制限のとおりとします。
〇小学校低学年の部（１～３年生）　　1～3枚以内（400字以上1,200字以内）
〇小学校高学年の部（４～６年生）　　2～４枚以内（800字以上1,600字以内）
〇中学校・高等学校の部　　　　　  ４～5枚以内（1,600字以上2,000字以内）

２  題名は1行目、学校学年氏名は2行目、本文は3行目から1マス空けて書いてください。
３  応募作品は、未発表のもの、原則として自筆に限ります。ただし、障がい等の場合はその限りではありません。
その旨を明記してください。なお、応募作品は返却しません。　

〔応募資格〕　町内の小・中・高等学校の児童生徒
〔応募方法〕　令和４年９月16日（金）までに、応募作品を福祉センター（社会福祉協議会）へ、ご提出ください。
〔発表及び掲載等〕　令和５年２月（予定）に発表します。

令和4年5月29日（日）、岡崎市で開催された「令和4年度愛知県障害者
スポーツ大会（サウンドテーブルテニス）」で下記の方々が入賞されました。
入賞された皆さんは、毎週月曜日、福祉センターで卓球の腕を磨いてい

ます。
〇身体男子３組　視覚障害　優　勝　杉野忠明さん （写真 中央）

〇身体男子3組　視覚障害　準優勝　中島旦之さん （写真 左）

〇身体女子2組　視覚障害　第３位　神谷悦子さん （写真 右）

入賞おめでとうございます!


