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大切なのは…
「自分だけで頑張る」ことでも「すべてしてもらう」ことでもありません。

例）家庭での家事等の役割、
日常生活、運動、趣味活動、
地域の集まり、友人付き合い

自分でできること
例）家族・友人の助け、
地域の支え合い活動や
福祉用品、サービスの利用

助けてもらうこと

例）家族や友人に買い物や
病院に連れて行ってもらう、
手伝ってもらう

助けてもらうこと
例）家族や友人の話を
ゆっくり聴く、日頃から
何となく気にかけ声をかける

助ける・支えること
たとえば自分でできることが70％、助けてもらうことが30％で合わせて100％でもいいです。

 時には助けてもらう人も、時には誰かを支え助けることもできます。

東浦町高齢者相談支援センターは高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、
介護だけでなく福祉、健康、医療等さまざまな分野から高齢者とその家族を支える機関です。

お気軽にご相談ください。
東浦町高齢者相談支援センター　☎０５６２-８２-２９４１

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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“ふだんのくらしのしあわせ”を守るために
これからの暮らしを想像した時、みなさんはどんな生活が幸せだと思いますか？
思い浮かべるのは特別なことではなく、「馴染みのある環境や住み慣れた自宅で普段の暮らしを

続けること」という方も多いのではないでしょうか？
そんな“ふだんのくらしのしあわせ”を守るために、ひとりで抱え込まず、まず相談してみませんか？

令和４年度赤い羽根共
同募金助成テーマ

つながりをたやさない
社会づくり

～あなたは一人じゃな
い～

楽しめる居場所発見！

参加者から担い手へ！ 

いつまでも自分らしく
！ 

居場所・仲間ができました！

赤い羽根共同募金事業のひとつとして、にじいろひろばでは、
ボランティア・企業・法人が企画、実施するプログラムを行ってい
ます。地域で楽しさや役割、その人らしさやつながりが持てるよ
うな支え合いを育みます。

ウォーキング仲間とにじいろひろばに立ち寄っ
た時に、ウクレレのプログラムに興味を持ち、参
加しました。
仲間と一緒に、新しいことに挑戦しています！
（しょうべいさんとウクレレを楽しもう♪参加者）

居場所として活用しています。
誰かに声をかけられたり、活動に誘われたり、人との
関りやつながりがあることが楽しくて利用しています。
（フリースペース利用者）



赤い羽根共同募金への
（敬称略・順不同）

森岡地区

緒川地区 緒川新田地区

生路地区

石浜地区

藤江地区

・㈲水野
・㈱あちは製作所
・㈲春陽堂
・かね光間瀬精肉店㈲
・㈲大島産業
・㈱カイノス
・(宗)極楽寺
・浜島興業㈱
・(宗)開眼寺
・(宗)妙法寺
・㈲ヤマコー
・知多アスコン㈱
・みんなのギャラリーＷＡ
・㈱ドミー東浦店
・丸全不動産㈱
・あいち知多農協森岡支店
・有明モータース
・㈱藤川製作所
・㈲ちとせ屋
・㈱東和工務店
・㈲水野商会
・酒市場本店
・うなぎ専門店仁や
・㈲アラヤ建工
・(宗)海印寺
・三松㈱
・㈲ミルク流通センター篠田
・㈱愛知商会
・ねこねこファクトリー東浦店
・㈲児玉組
・メモリー㈱
・㈱片桐工作所
・㈱東和リース
・㈲古川電気
・㈱アイキテック
・東浦三共㈱
・㈱豊田自動織機森岡事業所

・㈱丸兼
・村瀬電気㈱
・(宗)東光寺
・(宗)了願寺
・(財)少林寺拳法愛知東浦支部
・(宗)越境寺
・(宗)善導寺
・㈲水谷金物店
・酒井テーキン㈱
・㈱丸高
・明興産業㈱
・あいち知多農協東浦支店
・平林シート㈱
・㈲笠松石油店
・㈲おだい電化センター

・碧海信用金庫東浦支店
・(資)都築精機工業所
・三輝工業㈱
・㈱澤田工業所
・㈲清水製作所
・㈲東浦工機
・渡辺タイヤサービス㈱
・金森歯科医院
・㈲タカラヤ
・㈲服部
・(宗)傳宗院
・ORS㈱
・ジャスモックワークス㈱
・㈱大野工業所
・㈱東浦技研
・昭和レジン工業㈱
・㈲フリーダム
・水野工業㈱
・水仲工業㈱
・㈲カワサキ化成産業
・㈱間瀬技研
・㈲石高石材店
・㈱プラテックヤマザキ
・内田モータース
・特別養護老人ホームメドック東浦
・㈱愛輝製作所
・㈲カジサン商会
・㈱日高
・刈急運輸㈱
・㈱岡島パイプ製作所
・知多信用金庫緒川支店
・カリモク家具㈱総張工場
・㈱東海エスイー
・㈱豊田自動織機東浦工場
・ソニーセミコンダクタ
　マニュファクチャリング㈱
・丸徳産業㈱
・㈱ジャパンディスプレイ
・（福）愛光園

・戸田工業㈱
・住化積水フィルム㈱
・㈱戸田組
・戸田測量設計㈱
・中川設備工業㈱
・ニットウ金属㈱
・市原ダイカスト工業㈱
・㈲丸山石材店
・㈱名古屋精密金型
・伊藤金属工業㈱

・(資)だんぞう
・㈲平林タイル
・㈱アイワ
・(宗)明徳寺
・マルスフードショップ㈱
・明光寺
・山石建材工業㈱
・㈱東浦ガス商会
・半田信用金庫東浦支店
・㈲たからや
・㈱水野機業所
・㈲成田鍍金工業所
・㈲ミートショップ成田
・いしはま台歯科医院
・平林歯科医院
・玉洞院
・㈲サンシャインヒラバヤシ
・㈲丸八工業
・増福寺
・㈲長坂建材
・㈲平林組
・㈲金房工業
・㈱関建築
・㈱ダスキン衣浦
・(資)とじま
・宝栄鈑金㈲
・㈲センターオート
・㈲長坂コーキング
・森永東浦ミルクセンター
・(医)藤樹会藤沢医院
・㈲カトウスプリング製作所
・(医)ちた歯科医院
・(福)八起社老人ホーム東和荘

・常照寺
・観音寺
・原田酒造(資)
・(宗)伊久智神社
・神後院
・丸彦紡績㈱
・㈱かどた
・㈲鈴木モータース
・西設備工業㈱
・大生紡績㈱
・㈲セイワ設備工業
・ナミサキ不動産㈲
・R&Tカンパニーベティさんの家
・みたに整形外科
・かしの木薬局
・カネニ㈱
・㈱フジサワ不動産
・あいち知多農協東浦南部支店

・知多信用金庫東浦支店
・岡本溶接㈱
・前田紡績㈱

・㈱杉浦木工所
・専正寺
・㈲関板金
・㈱藤江不動産
・衣浦水道工事㈱東浦事業所
・小林クリニック
・(宗)安徳寺
・㈱吉浜石油東浦給油所
・㈲石川屋商店
・ひがしうら歯科医院
・㈱竹内組
・松本電設工業㈱
・名古屋パイプ㈱
・㈲片山ラチス製作所
・上地木材㈱知多営業所
・アキラ工業㈱
・大成工機㈱
・㈲小田工業
・㈲佐藤鉄工所
・㈲新美総合建材
・㈲藤江生花店
・㈲鈴木組
・㈲稲生モータース
・㈲成和技建
・トーエイ㈱
・㈱ヒューテック
・前田クリニック
・平林工業㈱
・知多製鋲㈱
・インセント㈱
・愛知製鋼㈱東浦工場
・㈱LIXIL常滑東工場東浦製造

法人募金及び職域募金にご協力くださった方

善意の灯（令和５年１月１日から１月31日ご寄贈分）

ご寄付をいただきありがとうございました。
●匿名 小スプレー100個、プラスチックボトル28個

ご協力ありがとうございました。

5,797,395円
令和４年度募金実績金額

【募金箱設置協力店（敬称略・順不同）】
お店のレジ近くや受付窓口に

募金箱を設置していただきました。
・東浦森岡郵便局・東浦郵便局・東浦生路郵便局
・東浦石浜郵便局・東浦東ケ丘郵便局・イオンスタイル東浦
・イオンモール東浦・ドミー東浦店・喫茶風見鶏
・シーダーハウス・ひかりのさとファームレストラン
・ふぁーまーずまるしぇ栞里・パオみよしや東浦店
・福祉の店フクシア・坂部健康院・あしま歯科クリニック
・ちた歯科医院・さかいファミリー歯科・長坂歯科医院
・ひがしうら歯科医院・モトム歯科・もりおか歯科

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）

臨床心理士
相談

居場所

【 3月】福祉センター アラカルト （参加費：無料）

14日(火)、28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

2日(木)、16日(木)
午後1時～5時

7６回目の赤い羽根共同募金運動が、10月１
日から12月31日まで行われました。町民のみな
さまをはじめ、事業所、団体、職場、学校等、多く
の方々から温かいご支援ご協力をいただき無事
に終えることができました。厚くお礼申し上げま
す。
みなさまからお寄せいただきました募金は、

東浦町の地域福祉活動や県内広域の福祉施設
の整備や団体の事業等に活用させていただきます。

・戸別募金
・法人募金
・職域募金
・学校募金
・街頭募金
・イベント募金
・設置募金箱等の募金

４，７６９，７４０円
５２５，８００円
143,815円
１１６，１０８円
１１１，０７５円
３７，１００円
９３，７５７円



プログラム!!プログラム!!プログラム!!
p r o g r a m

月月４ からのにじいろひろば４ からのにじいろひろば４月からのにじいろひろば

（朝食堂）

ボランティアセンターにも気軽に来てくださいね♪

ボラセン
職員

ＣＳＷ
（コミュニティソーシャルワーカー）

コミュニティ
ソーシャル
ワーカーCSW を開催しました！

今回の企画を通じて、普段関わる機会の少ない中学生（若い世代）とつながることができました。
このつながりを大切に、なにか困ったことがあれば気軽に相談してもらえる関係性を作れたらと思います。
※相談時の連絡先は、本紙（ひがしうらのふくし）裏表紙をご覧ください。

＠東浦町社会福祉協議会
YOTTERIA

ヨッテリア

YOTTERIA@東浦町社会福祉協議会（朝食堂）は、成長期の子どもの健全な育成の一助となるよう栄養バラ
ンスのとれた朝食を気軽に「ヨッテ（寄って）」もらい提供することを目的として、１月９日（月・祝）に、東浦町
総合ボランティアセンターなないろで開催しました。今回は、北部中学校にご協力いただき開催することがで
きました。

令和５年度の「地域支え合いセンターにじいろひろば」のプログラムをご紹介!!
にじいろひろばは「それぞれがその人らしい生活を実現できる相互の支え合い」を目指します

しょうべいさんと
　　ウクレレを楽しもう♪

生き方プログラム

新プログラム
音楽経験がない、譜面が読めない方でも
歌って弾くことができます。ウクレレの貸
出もあります。一緒に楽しく歌いましょう！
そして、ウクレレを持って街に出ましょう！
サロンや施設での演奏依頼、大歓迎です。
６月から10回連続の講座で、４期生募集は
４月からです。たくさんのご参加お待ちし
ています！

終活とは「自分らしく・より良く生
きるための準備」で、人生を前向き
に過ごすための取組みです。テーマ
や内容も親しみやすく取り掛かりや
すいものなので、無理なく始められま
す。豊かな人生を送るための終活に
ついて、一緒に考えてみませんか。

関係機関や民間団体が、町のしくみやボランティ
ア、福祉のお役立ち情報をお届けします。

くらしの情報プログラムその１

民間事業者が、ふだんのくらしのしあわせを守る
ために必要な福祉や健康に役立つ情報をお伝えし
ます。

社会貢献プログラムその2

日々の生活に欠かせない食と健康。
いきいきと健康な毎日を送れるよう専門家から学
びます。

健幸づくりプログラムその3

4月
月 MON 火 TUE 水 WED

10

3 4 5 6

17

24 25 26 27 28

18 19 20 21

11 12 13 14

木 THU 金 FRI

「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）

今月のにじいろキッチン
４月５日（水）・１４日（金）
   ２０日（木）・２４日（月）
１１：３０～１３：００

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

にじどん

7

○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

○が 14：00～16：00
麻雀・囲碁・将棋
【要予約】20人まで

9：30～11：30
ひだまりカフェ
（認知症カフェ）

にじいろ体操
1部　13：30～14：15
2部　14：30～15：15
【要予約】各15人まで

13：00～16：00
若者ひろば

○ほ　 10：00～11:30
ふれんずカフェ

～育成会ふれんず～
【要予約】15人まで

10：00～11:30
ウクレレ発表会

○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】20人まで

9：30～11：30
ひだまりカフェ
（認知症カフェ）

にじいろ体操
1部　13：30～14：15
2部　14：30～15：15
【要予約】各15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】20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】15人まで

○が 　13：30～15：00
 　生き方プログラム
【要予約】20人まで

9：30～11：30
ひだまりカフェ
（認知症カフェ）
にじいろ体操
1部　13：30～14：15
2部　14：30～15：15
【要予約】各15人まで

○が 　13：30～15：00
 　くらしの情報プログラム
【要予約】20人まで

○ほ 　10：30～14：00
キャラメル♪広場
  ～キャラメル♪～

【要予約】8組まで
○が 13：30～15：00
健幸づくりプログラム
【要予約】20人まで 【要予約】各15人まで

にじいろ体操
1部　13：30～14：15
2部　14：30～15：15

9：30～11：30
ひだまりカフェ
（認知症カフェ）

○が 　13：30～15：00
みんなで歌おう！
～マリ奴～
【要予約】20人まで

○が 　13：30～15：00
　 社会貢献プログラム
【要予約】20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３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。

10日(月)「不安や悩みをお話しながら交流しませんか」東浦町手をつなぐ育成会ふれんず
14日(金)「ボードゲームで交流しよう♪」社会福祉法人 東浦町社会福祉協議会
18日(火)「思い立ったら吉日！終活のきっかけを楽しく学ぼう」㈱JAやすらぎセンター
20日(木)「ひがしうらRe-Boneグルメ『おから×豆腐』のおやつ作り」 野村悦子
25日(火)「運動で体力アップ！足腰強化プログラム」ヒューマンフィットネス東浦　檜垣由梨子
28日(金)「知っていますか？実は身近な社会貢献活動」 社会福祉法人 東浦町社会福祉協議会

4月のテーマ


