
楢葉で元気 !! に な る と こ ろ !!
　事業再開から１月がたち、開所時は６名
だった利用者さんも今月中に20名を越え
そうです。
　やまゆり荘の１日は、利用者さんたちの
元気なおしゃべりから始まります。
　午前は体操やレクリェーション、再開に
あたり導入した５種類のトレーニングマシ
ンで体をほぐします。
　昼食はまだ、自前で作れないため、外注
弁当ですが「みんなで食べるごはんはおい
しいなぁ」となごやかに食事がすすみます。

　午後は入浴を希望する方が温泉に入るほか
音楽のリズムに合わせて手足等を動かす
ミュージックケアや介護予防体操を行い
「またね」とにこやかな笑顔で帰宅されます。

　やまゆり荘ご利用の相談は
　　楢葉町地域包括支援センター
　　（☎ 0246－38－8681）へ

　イタリア　デロンギ社製のコーヒーメーカーでいれる
本格コーヒーで、ほっと一息ついてみませんか？
　土日・祝日をのぞく月～金の９：30～16：00まで、あお
ぞらこども園　子育て支援センター内で開設しています。
※12月29日～１月３日はお休みします。

趣味活動や打合せの場としてもご利用いただけます。
※あらかじめ申込みが必要となります。

☎ 0246－46－2090

デイサービス
　　センター「やまゆり荘」

サロン「ふらっと」 どなたでもお気軽に
お立ち寄り下さい
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認知症サポーター
養成研修

楢葉町地域包括支援センター

楢葉町遺族会

　新年を迎え、謹んで年頭のごあいさつを申し上げます。
　待ちに待った避難指示解除後、初めてのお正月を穏や
かにお過ごしのことと存じます。
　楢葉町社会福祉協議会では、昨年９月にサロン「ふ
らっと」の開設、11月に「やまゆり荘」を再開し、楢葉
町に帰られた町民の皆様の福祉面からの生活支援事業を
行っております。
　今後も町民の皆様の楢葉町での生活が、より充実した
ものとなるよう、“楢葉町に軸足を置いた”地域福祉の推進と各種福祉サービス
の充実強化に励むとともに、さまざまな理由ですぐには帰町がかなわない方々の
介護や福祉に対する総合相談窓口として、また、健康長寿社会の一翼を任う介護
予防事業の活性化に努めて参ります。
　“温かな心通う福祉サービスの実践”に邁進する楢葉町社会福祉協議会を本年
もどうぞよろしくお願い申し上げます。

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

12/
11㈮ 仮設楢葉ときわ苑

　　　　　訪問研修

平成27年度 第84回全国民生委員児童委員大会
全民児連会長表彰

楢葉町民生児童委員協議会

　楢葉町民生児童委員協議会では、平成28年１月より、楢葉町内での友愛訪問活動を再開
いたします。心配ごとなどお気軽にご相談下さい。

　12月期定例会では介護老人保健
施設仮設楢葉ときわ苑（いわき市
内郷）を訪問し、入所者の状況や
施設等について研修しました。

矢内　和子 さん

永年勤続民生委員・児童委員表彰
12/
18・21
㈮　㈪
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楢葉南北小学校への
　　ゲストティーチャー

　６年生の総合的な学習の時間に講師として
おうかがいしました。
「認知症ってなんだろう？」
「これから自分たちにできそうなことはなん
だろう？」を一緒に考えました。
　南北小学校の児童17名と担任の先生２名
が、認知症サポーターとして新たに仲間に加
わりました！

「たくあん漬け」と「芸能発表会」
　会津美里町の松崎貞子さんのご指導のもと
たくあんの本漬けを行ないました。
　塩漬けした大根の上に、調味料と切ったさ
わし柿を敷き詰め、重しを乗せて２週間ほど
でたくあん漬けができあがります。
　この日は、会津美里町の「こすもす会」さ
んの艶あり笑いありの踊りと楢葉町の有志に
よる芸能発表も行なわれ、拍手と歓声の楽し
い時間を過ごしました。
　手間をかけて漬けたたくあんは、暮れのサ
ロンでおいしくいただきました。

11/
22㈰ 木戸八幡神社戦没者忠魂碑再建除幕式
　東日本大震災によって倒壊した
戦没者忠魂碑（昭和３年建立）の
再建工事が完了し、関係者参列の
下、除幕式を行いました。
　会長他７名の再建委員が検討を
重ね、震災から４年を経て、会員
から寄せられた協賛金と県・社協
からの補助金等を充て、上小塙の
木戸八幡神社境内に勇壮な忠魂碑
が再建されました。

サロンならは
会津
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お問い合わせ

高齢者ミニ作品展を開催します大雨災害地でのボランティア活動

平成28年1月24日㈰
9：00～15：00
サポートセンター　空の家

楢葉町社会福祉協議会　事務局
☎ 0246－38－8680
（土日祝日をのぞく８：30～17：15）

※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。

　11月１日付デイサービス
センターやまゆり荘に採用
となりました 阿部裕之です。
　これまでの経験や資格を
活かし、楢葉の福祉に貢献
できるよう頑張ります。

よろしくお願いします！

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

デイサービスセンター やまゆり荘
〒979-0513
双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入31-1
通所介護事業／訪問介護事業／居宅介護事業
訪問入浴介護事業／介護予防事業
事務局／地域包括支援センター
電話 0240－25－1077
FAX 0240－25－1078

〔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

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

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

心配ごと、なやみごとは

楢葉町心配ごと相談所へ

●開所日 １月
２月
３月

12日・26日
９日・23日
８日・22日

※予約不要
　秘密厳守

　昨年９月の台風18号による大雨災害の被災
地へ町民ボランティアさんと職員を４日間、
延べ17名派遣し、泥出し・片づけのボラン
ティア活動を行いました。
●9/19㈯、9/22㈫…宮城県大和町（４名）
●10/3㈯…栃木県栃木市（４名）
●11/7㈯…茨城県常総市（９名）

町民ボランティアの
みなさんご協力
ありがとう
ございました。
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※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。


