
2016 サマーショートボランティアスクール 開校！！

　７月28日の開校式後、日本赤
十字社福島県支部の指導員による
「救急法講習会」を受講し、心肺蘇
生法とAEDの使用法を学びました。
　高校生は８月１日と２日の２日
間、サポートセンターならは（いわ
き）で介護予防事業を体験しなが
らボランティア活動を行いました。
　中学生は夏休み中の15日間、
午後の時間帯に児童館の子どもた
ちと交流しながらボランティア活
動を行いました。

　サマーショートボランティアス
クールは夏休み期間を利用したボ
ランティア体験の中から、自分た
ちが住んでいる地域社会の福祉課
題や福祉の現状を知ってもらう講
座です。
　来年は楢葉町で開校しますので
たくさんの児童・生徒の参加をお
待ちしています。

　夏休み期間中の児童・生徒を対象に「サマーショートボランティアスクール」を開校
しました。
　今年は原発事故による帰還困難区域内にあるために、いわき明星大キャンパス内のサ
テライト校舎で学んでいる双葉翔陽高校の３年生と、いわき市内の中学校に在学してい
る楢葉町出身の中学生が参加しました。
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31㈬ サ ポ ー ト セ ン タ ー な ら は

楢葉町で「介護予防教室」が始まりました！！

　会津保健福祉事務所の主任栄養師小針
様にご指導を受け、熱中症予防の効果が
期待できる「くずもち風スイーツ」を作り
ました。また、夏の栄養補給の代表格
「すいか」（大玉!!）も大きく切ってくず
もちとともにいただきました。
　小針様からは、暑い夏を元気に過ごす
知恵やくふうについて、お話もいただき
ました。

　７月22日㈮～８月５日㈮の間の計
10日間、委員が２名１チームとなっ
て午前と午後に１組ずつ夏休み中の児
童館を訪問しました。
　この訪問活動は今年で３年目となり
元気な子どもたちと一緒におやつ作り
をしたり、ゲームやあやとりなどをし
て楽しい時間を過ごしました。

　台風10号の本県上陸が心配された翌日、台風一過の晴天に恵まれたこの日、楢葉町
役場において情報交換会を行いました。

　楢葉町の松本住民福祉課長から町
の現状と復興に向けた取り組みにつ
いてお話を伺った後、グループに分
かれて震災時の対応や現在の民生委
員児童委員の活動について、活発な
話し合いが行われました。
　「もっと時間が欲しいね～」とい
う声が聞かれた有意義な情報交換会
となりました。

7/
14㈭

　今年も猪狩ユリ子さんを始めとする
コーラスグループのみなさんが自作の紙
芝居と歌声で慰問に来て下さいました。
　東日本大震災発生当時の体験談に基づ
いた、紙芝居に涙ぐむ方も…。
　ふるさとを思いながら、昔なつかしい
童謡を全員で歌いコーラスのハーモニー
を楽しみました。

紙芝居とコーラス

7/
12㈫ 合同「熱中症予防サロン」サポートセンター

サ ロン ならは

●期　　日：平成28年10月12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：昼食・温泉入浴等

「楢葉町民交流会」を開催します

■お問合せ　楢葉町社会福祉協議会 担当／青木
☎ 0240－25－1077（土日祝日を除く　８：30～17：15）

■お問合せ　楢葉町地域包括支援センター
☎ 0246－38－8681（土日祝日を除く　８：30～17：15）

●参 加 費：無料
●定　　員：先着150名
●申込期限：平成28年9月23日㈮
　（定員になり次第、締切らせていただきます。）

今年も日本赤十字社福島県支部との共催による町民交流会を開催します。
毎年好評の町民交流会ですが、今回をもって終了となります。
お誘いあって、ぜひ、ご参加下さいますようご案内いたします。

　楢葉町社会福祉協議会では、９月６日から楢葉町に帰町された方々の介護
予防を目的に「介護予防教室」を開催しています。
　いつまでも自宅で元気に暮らせるよう、楽しくおしゃべりをしたり、一緒に
食事を作ったり、運動をしたり…参加者の皆さんが主役の楽しい教室です。
□開催日時：毎週火曜日（祝日を除く）10：00～14：00
□会　　場：サロンふらっと（あおぞらこども園内）
□対 象 者：総合事業対象者（チェックリスト対象者、要支援1、2の方）
□内　　容：健康チェック（血圧測定）・体力維持及び介護予防のための運動

送迎あり／参加費（実費）…事業の内容により変動があります

いわきいわきいわき

楢葉町民生児童委員協議会

三春町民生児童委員協議会 地域福祉部会
楢葉町民生児童委員協議会 情報交換会

児童館訪問
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社会福祉
法　　人 楢葉町社会福祉協議会

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／介護予防事業
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／総合事業
事務局
電話 0240－25－1077
FAX 0240－25－1078
Mail:yamayuri@orion.ocn.jp〈やまゆり荘〉
Mail:narahashakyo@oboe.ocn.ne.jp〈事務局〉

サポートセンターならは（会津）
〒969-6207
大沼郡会津美里町字宮里96
（宮里仮設住宅内）
介護予防事業
電話 0242－55－0177・0178
FAX 0242－54－7879

サポートセンターならは（いわき）
〒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

サロンふらっと
〒979-0603
双葉郡楢葉町大字北田字中満269-1
（あおぞらこども園　子育て支援センター内）
電話 0240－23－6227
FAX 0240－23－6228

生活支援相談員事務所（いわき）
〒970-0226
いわき市平下山口字大沢1-7
（高久第10仮設住宅内）
電話 0246－84－7151
FAX 0246－84－7152

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

10月

11月

12月

11日・25日

8日・22日

13日・27日
※予約不要・秘密厳守

楢葉町遺族会　総会
　６月23日、松本幸英町長を来賓に迎え、空の家
にて平成28年度の定時総会を開催しました。
　事業ならびに会計の審議後に行われた役員改選に
より下記の方々が新役員となりました。

役 員（任期：平成30年３月31日まで）
会　　　　　長　　草　野　巍　久
副　　会　　長　　杉　本　良　男
　　　〃　　　　　市　毛　　　政（新）
監　　　　　事　　猪　狩　久　市
　　　〃　　　　　渡　辺　正　純（新）
会　　　　　計　　猪　狩　洋　子
遺児の会部長　　宗　像　政　俊
遺児の会副部長　　猪　狩　壮　夫（新）
女　性　部　長　　鈴　木　幸　子
女 性 副 部 長　　山　内　八重子（新）

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。


