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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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冬に多い心臓病に気をつけましょう！

心不全の要因とその予防方法について…

寒さを感じると血管は収縮するため
急激に血圧が上がります。

排便時に強くいきむ

生活リズムが崩れる

食べ過ぎ・飲み過ぎ

善意の灯
●税理士東浦会　様
●すみれ陶芸同好会　様
●昭和歌謡を楽しむ会　様
ご寄付をいただきありがとうございました。

（令和４年11月１日から11月30日ご寄贈分）
現金５０，０００円
現金３１，４５０円
現金18,563円

厚生労働省によると１月は心臓病(心不全等)による死亡者数が最も多い月です。心不全は血圧が上がることで
心臓に負担がかかること、食生活の乱れやアルコールの摂りすぎ、喫煙習慣、腎臓や心臓の病気によって引き起
こされます。１月は寒さが強まり、お正月に食べる機会や飲酒の機会が増えるため食生活が変化しやすくなりま
す。そこで、今回は冬に多い心不全の要因やその予防方法についてご紹介します！

新型コロナウイルス感染予防対策を講じた上で、写真撮影時のみマスクを取っていただくお願いをしています。

急激な温度変化
強くいきむことで急激に血圧が上がります。

（例）■暖かい部屋から寒い屋外に出た時

■便秘を予防しましょう！

・脱衣所と浴室の温度差を少なくしましょう。
・寒い屋外に出る時は防寒対策をしましょう。
・布団から出たら一枚羽織りましょう。
・トイレ内や便座を温めておきましょう。

・水分をしっかりと摂りましょう。
・食物繊維の多い野菜や海藻類を多く摂りましょう。

睡眠時間が短くなることで交感神経が
活性化して血圧が上昇します。

■睡眠をしっかりと取りましょう！

・６時間以上８時間未満の睡眠を取りましょう。
・寝る３～４時間前のカフェインの摂取は控えましょう。

塩分やアルコールを過剰に摂取する
ことで血圧上昇に繋がります。

■バランスの良い食生活を送りましょう！

・塩分摂取量６ｇ/日未満を目指しましょう。
（日本高血圧学会ガイドライン）

・１日当たりの純アルコール摂取量２０ｇ程度を
  心掛けましょう。（健康日本２１（第二次））
（例）日本酒⇒１合
 　  ビール（中瓶）⇒１本
 　  酎ハイ（７％）⇒１缶（３５０ｍｌ） （厚生労働省　健康づくりのための睡眠指針２０１４）



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）

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）
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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

2月のテーマ

要予約

要予約

要予約

臨床心理士
相談

居場所
【 1月】福祉センター アラカルト （参加費：無料）

が○

※募集は
終了しています

10日(火)、24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

５日(木)、19日(木)
午後１時～５時

あなたも参加してみませんか。地域活動支援センター事業あなたも参加してみませんか。地域活動支援センター事業
地域活動支援センター事業とは...
障がいをお持ちの方に創作活動や軽運動、交流活動の場を提供することで、充実した日常生活を応援する事業です。

◆福祉センター(東浦町大字石浜字岐路23-1 保健センター南隣)
月曜日～金曜日 午前 9時～午後4時(12月29日～1月3日及び国民の祝日は休み)
　第2・4日曜日 午前10時～午後2時
町運行バス う･ら･らをご利用の方は、「文化センター」または「図書館北」下車
〇フリースペース(居場所)を自由にお使いいただけます。
〇プログラム活動

令和５年度　あいちシルバーカレッジ東海　募集案内
高齢者の生きがいと健康づくりを応援するため、「あいちシルバーカレッジ」を開講します。

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

が○13：30～15：00
終活のすすめ

【要予約】１０人まで

キ○13：00～16：00
食のすすめ

【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
【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

○ほ　 10：00～11:30
　 ふれんずカフェ
～育成会ふれんず～
【要予約】１０人まで

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　音楽の日
～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 はじめての方優先

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
おしえてなないろ先生

【要予約】１０人まで

○ほ　 10：30～14：00
キャラメル♪広場
  ～キャラメル♪～
おひなさま工作

【要予約】５組まで

が○10：00～11：30
健康のすすめ

【要予約】１０人まで

・　 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１月１３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。

  3日（金）「仏壇屋さんに聞いてみよう！日々の供養の仕方、正しい先祖供養」
　　        ㈱JAやすらぎセンター
10日（金）「子どもの心を育むタッチケア」　
　　        社会福祉法人相和福祉会　ひがしうらの家
13日（月）「高校卒業後の進路（福祉サービス）について」　
              ひがしうら相談支援センター
17日（金）「はじめてのスマホ決済」　
              ソフトバンクイオンモール東浦
24日（金）「学んで♪おぼえて♪楽しい点字体験」 点訳サークル あいりす
｠
｠

にじいろひろば体験企画
  6日（月）「たのしく、おいしい味噌づくり」　
               伊勢美好子・宮池 始
　　　　   参加費3,500円（樽に仕込んだ味噌5kgをお持ち帰り）
21日（火）「古布でつくる、ゆらゆらおひなさま！」
　　　　　野村悦子　　
28日（火）「バランスボールエクササイズ」
　　　　　(一社)体力メンテナンス協会認定バランスボール
　　　　　　　　　               インストラクター　鈴木真子
　　　     ※託児付（6ケ月～3歳　5人）託児：キャラメル♪　
｠

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
２月１０日（金）・１６日（木）
     ２７日（月）
１１：３０～１３：００ ・・・ １２食

１食３００円
「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）

対象 東浦町在住障がい児・者等
場所・開催日　

内容

無料(ただし、材料費等実費負担あり)参加費

日　時 令和5年4月～令和6年3月 (全30日間) 午前10時～午後4時

会　場 東海市立勤労センター(愛知県東海市高横須賀町桝形1-7)
対　象 県内在住の満六十歳以上(昭和38年4月1日以前生まれ)の方 ※過去に在籍した方を除きます。
定　員 生きがい健康学科　50人(抽選) 料　金 年額２万3,300円(予定)

申し込み 2月3日(金)(当日消印有効)までに専用申込書を郵送
その他 専用申込書は、募集パンフレットとともに東浦町役場、東浦町社会福祉協議会で配布します。

愛知県社会福祉協議会福祉生きがいセンター
☎(052)212‐5521　ホームページ http://aichoju.ec-net.jp/

問い合わせ

P未 P未

曜　日
水曜日
木曜日
金曜日

福祉センター

会　場 午前10時～正午
俳句(第2・4水曜日)

午後1時30分～3時30分
健康体操
絵画
軽運動

福祉センターの
にじいろひろばは
いろいろ楽しそう!
行ってみようかな

にじいろひろばのプログ
ラムに参加したことのな
い方を優先に、プログラ
ムとにじいろひろばを体
験していただくものです

2/28（火）13:00～16:00
おこしもの作り体験講座
詳細は、ひがしうらのふくし2月号で！
お申し込みを2/1（水）から受け付けます


