
サ ポ ー ト セ ン タ ー な ら は

　園芸福祉士の
根本直記さんを
講師に「こけ玉
ミニ盆栽教室」を行いました。
　初めてこけ玉盆栽に挑戦する方が
ほとんどでしたが、皆さん目を輝か
せ、作業を楽しみ、それぞれに趣き
のあるすてきな盆栽が完成しました。

　会津美里町の果樹園で「会津みしらず柿」の
収穫体験をしました。
　ひとつひとつ丁寧に収穫
した柿はサポートセンター
に持ち帰り、焼酎漬けにし
ました。
　約２週間後、“しぶ”が
ぬけ甘くなった柿をおやつ
の時間においしくいただき
ました。

10/
21㈫ こけ玉ミニ盆栽教室

10/
15㈬ 会津
みしらず柿収穫

※会津地方では、しぶをぬく
ことを「さわす」と言い、
柿の焼酎漬を「さわし柿」
と言うそうです。
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楢葉町社会福祉協議会広報誌



と　き
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お問い合わせ・出品申し込み受付

　新たな年を迎え、謹んでごあいさつを申し上げます。
　東日本大震災に伴う原子力発電所事故による避難生活
の中で４度目の新年を迎えました。
　昨年５月に行われた楢葉町の「帰町の判断」で、帰町
を目指す時期は「早ければ平成27年の春以降」と示され
ました。それを基軸に、ふるさと楢葉での日常生活の再
開に最低限必要とされる除染、インフラ復旧、生活関連
サービスの確保等の環境整備は、さらにスピードを増し、
帰町の日が着実に近づいてきています。
　当協議会においても楢葉町での生活を心待ちにされてきた多くの町民の皆様が
安心して社協の各種サービスを利用することができるよう、帰町に先立ち、地域
福祉や介護事業を始めとした「従来の社協の事業」再開に向け拠点施設の改修、
設備充実や職員の資質向上研修の実施などハード、ソフト両面での帰町準備を進
めております。
　本年も役職員一同、一丸となって“心通うあたたかな福祉サービス”の提供と
地域福祉の推進に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

社会福祉法人楢葉町社会福祉協議会　

会　長　松　本　幸　英

年頭のごあいさつ

11/
1㈯

11/
19㈬

小名浜＆四倉 サロン交流会
　いつもは別々に活動をしている小名浜と四倉の２つの
サロンの皆さんが、日帰りバスツアーで交流を深めまし
た。
　春に続き２回目の交流会では、那須オルゴール美術館
や製菓工場を見学し、楽しいひとときを過ごしました。

今年も 空の家 で高齢者ミニ作品展を催します

出品者には申込書により事前に申込みを
していただきます。

第68回福島県社会福祉大会

楢葉町民生児童委員協議会

　永年にわたり、当協議会の役職員として社会福祉事業の発展に貢献されてきた
下記のおふたりが表彰されました。

（県文化センター）

副会長　猪狩　秀畯 さん 職員　関谷　幸枝 さん

福島県社会福祉大会　会長表彰〈社会福祉事業功労者〉

平成27年1月25日㈰
9：00～15：00
サポートセンター　空の家

平成27年1月5日㈪～15日㈭
（土日祝日をのぞく８：30～17：15）

楢葉町社会福祉協議会　事務局
☎ 0246－38－8680

▶11/4㈫　グループホームならは〈会津〉
11月期定例会（18名）
「ふくしま心のケアセンターの概要に
　　　　　　　　　　　　　ついて 他」

▶11/10㈪　ユラックス熱海
「主任児童委員研修会」（１名）
　　　　　　　　　　〈県民児協主催〉

▶11/19㈬　福島県文化センター
第68回福島県社会福祉大会（４名）

▶12/8㈪　いわき市
12月期定例会（17名）
「あおぞらこども園・楢葉小・中学校
　　　　　　　　訪問並びに情報交換」

今年は　　　
老人クラブ手芸教室の
手づくり作品の販売を
予定しています。

11月の定例会より
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ご存じですか？

社会福祉
法　　人 楢葉町社会福祉協議会
〔いわき出張所〕
サポートセンター 空の家
〒970-0225
いわき市平上山口字小喜目作34-1

事務局／児童館
電話 0246－38－8680
FAX 0246－28－2072
Mail:narahashakyo@oboe.ocn.ne.jp

地域包括支援センター
電話 0246－38－8681
FAX 0246－28－2072

〔会津美里出張所〕
サポートセンターならは
〒969-6207
大沼郡会津美里町字宮里96
（宮里仮設住宅内）

事務局／介護予防事業
電話 0242－55－0177・0178
FAX 0242－54－7879
Mail:qqnh6kh9k@crest.ocn.ne.jp
グループホームならは
電話 0242－54－3691

サポートセンターならは
〒970-0226
いわき市平下山口字大沢1-7
（高久第10仮設住宅内）

介護予防事業／居宅介護支援事業所
電話 0246－46－2090
FAX 0246－29－2792
グループホームならは
〒970-0226
いわき市平下山口字桃木沢3-1
（高久第９仮設住宅内）
電話 0246－29－8611

ちょっとした困りごと、大きな困りごと
ひとりで抱え込まず「心配ごと相談所」を

ご利用ください。
　生活していると、いろいろな困りごとに直面する
ことがあります。その困りごとは自分や、身近かな
人では解決できないこともあります。
　そんなときは、自分ひとりで抱え込まず、ぜひ
社会福祉協議会が行っている「心配ごと相談所」を
ご利用ください。

「心配ごと相談所」の特徴
１．知識や経験をもった相談員が対応します
２．より専門的な知識や経験を必要とすると
思われるご相談には、どこで相談されるのが
良いか等のアドバイスを行います

楢葉町心配ごと相談所
開 所 日：毎月第２・４火曜日
開所時間：13：00～16：00
場　　所：サポートセンター 空の家

いわき市平上山口字小喜目作34-1

心配ごと相談所

●H26年度開所日

１月

２月

３月

13日・27日

10日・24日

10日・24日

社会福祉協議会では、生活の困りごとなどの
ご相談にお応えしています。

　「心配ごと相談所」の他に、社会福祉協議会で
は地域での生活の相談にも対応しています。
　社会福祉協議会の職員の多くは、社会福祉士や
介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事任用
資格等の福祉の資格を有する職員です。みなさま
の生活にかかわるさまざまな相談にお応えし、必
要があれば悩みや困りごとを解決するための機関
や団体等をご紹介しています。

❹

※この広報紙の発行にあたっては、日韓共同募金配分金を使用させていただいております。

編 集 後 記

新しい年が始まりました。
帰町に向け、着々と準備は進んでいます。
楢葉町での生活ももうすぐです。
今年も元気に頑張りましょう！


