
「やまゆり荘」再開準備着 と々…。

　９月５日㈯に避難指示解除準備区域が解除され、待望の楢葉町で生活ができるように
なりました。
　楢葉町社会福祉協議会では、この９月１日より事務局職員、地域包括支援センターと
居宅介護支援事業所の一部職員、生活支援相談員を楢葉町に配置しました。
　なお、震災前の拠点であった保健福祉会館の修繕が完了していないため、あおぞらこ
ども園の一画に間借りさせていただいての業務再開となりました。
　また、やまゆり荘は本年11月（予定）の再開に向け、改修工事をしており、３名の
専任職員を中心に事業再開の準備を進めています。
　まだ多くの町民の方々がさまざまな理由で町外に避難中であり、当面はいわき地区に
ある「サポートセンター空の家」と「サポートセンターならは」を連絡基地として、
福祉サービスを必要とされる町民の方々が安心して楢葉町での生活が送れるよう体制を
整えてまいります。
※楢葉町内での連絡先等については今後の町広報、タブレット、「はぴねす」等でお知らせします。
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22日間
開館

7/
2㈭
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10㈮

7/
11㈯

7/
8㈬

民生児童委員さんとおやつ作り

男めしの皆
さんと流し

そうめん

●期　　日：平成27年10月20日㈫（日帰り）
●場　　所：石川町母畑温泉「八幡屋」
●対 象 者：楢葉町民
●内　　容：楢葉町民交流会
　　　　　　　（昼食・温泉入浴等）

今年も！！「楢葉町民交流会」を開催します

　会津友の会・古布の会・会津美里自然楽校
３団体のご協力の下、笹巻作りを行いました。
　もち米が出ないように笹で巻くのが、簡単
そうに見えて、なかなか難しいそうです。
　巻き終わったら、い草で結び、鍋で40分
ほどゆでると完成です！
　ゆでたてに、
きな粉をつけて
おいしくいただき
ました。

7/
14㈫

楢葉町民生児童委員協議会

笹巻作り

　住民参加型の健康・栄養セミナーとして被災３県の各地で行われて
いる味の素グループの「赤いエプロンプロジェクト」の協力を得て
料理教室を行いました。
　当日は各仮設住宅内の談話室や集会所に移動式調理台が持ち込まれ
仮設住宅等の小さな台所でも手軽にでき、体によい料理を作りました。
塩分控えめなのに味がしっかりしていて、おかわりしたくなるほど
おいしい食事の後には、コーヒーを飲みながら、ゆっくりと語らう時間もありました。
 仮設住宅内の施設を利用し、サロンと仮設の方が交流を図り、楽しい時間を共有することが
できました。今後もこのような機会を重ねて行きたいと思います。

「赤いエプロンプロジェクト」料理教室

会津
地区
会津
地区
会津
地区

いわき地区
いわき地区
いわき地区

～サロンならは・介護予防事業 合同事業～

新潟県村上市神林地区民生委員児童委員協議会様 会津美里町高田地区民生児童委員協議会様

四倉サロン（四倉細谷仮設にて） 小名浜サロン（林城八反田仮設にて）

楢葉町社会福祉協議会 担当／青木・福井
TEL 0246－38－8680（土日祝日を除く　８：30～17：15）

●参 加 費：無料
●定　　員：先着150名
●申込受付：平成27年9月7日㈪～9月30日㈬
　（ただし、定員になり次第、締切らせていただきます。）
※詳細については、下記へお問合せ願います

県内外２地区の民児協と交流し、震災後の活動や互いの現状などについて情報交換を行いました。

・おじゃこと昆布のうまみ豆ごはん

・ふんわり香味ハンバーグ

・ブロッコリーとパプリカの
　　　　　　　マヨおかか和え

たくさんの方々が
夏休みの児童館を応援して下さいました。

2015 児童
館の夏休み！！　日本赤十字社福島県支部と共催の町民交流会を開催しますので

ぜひご参加下さいますようご案内いたします。

こらっせ神奈川の皆さんとすいとん作り

翔陽高校の
生徒さんと

交流会

民生児童委員さんとカレー作り

❷ ❸
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”ありがとう”
未来につなごう ふくしまから

参加者
募集！！

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

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

2015年 11/21●土・22●日
郡山市「ビッグパレットふくしま」ほか
全国ボランティアフェスティバルふくしま実行委員会
社会福祉法人 福島県社会福祉協議会
11月21日㈯…基調講演、シンポジウム、交流会等
11月22日㈰…分科会、フィールドワーク等
3,000円（大学生以下無料）
※詳細は下記へお問い合わせ願います。

楢葉町心配ごと相談所

●開所日 ９月
10月
11月

8日
13日・27日
10日・24日

※事前予約は不要です。
　秘密は厳守いたします。

第24回全国ボランティアフェスティバルふくしま実行委員会事務局（福島県社会福祉協議会内）
TEL 024－523－1254

大会ホームページ：http://www.fukushimakenshakyo.oe.jp/vffukushima/index.html

第24回
全国ボランティアフェスティバル ふくしま
開催日

会　場

主　催

内　容

参加費

❹

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


