
　当協議会の各種の福祉事業活動のほか町
のイベント等でも活躍し、“社協のピンク
バス”として親しまれてきた、福祉バスを
約25年ぶりに新調しました。
　社会福祉協議会は民生児童委員協議会や
老人クラブなどの団体の事務局を持ってお
り、それらの団体の研修会などにも福祉バ
スの運行は不可欠でした。また町民の皆様
を安全に送迎するためにも新しいバスの購
入は、当協議会にとって、震災の以前から
の懸案事項でした。
　４月から真っ赤な福祉バスが楢葉町内を走ります。

待望の福祉バスがやって来ました！！

　　　　　　　 ● ● ●

ナンバーも294（ふくし）とまさに
福祉事業を担う車両にふさわしい
番号となりました
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楢葉町社会福祉協議会広報誌



やまゆり荘
やまゆり荘
やまゆり荘

会津会津会津サ ポ ー ト セ ン タ ー な ら は

　ゴルフボールほどもある大粒の新鮮な
いちごを使ってケーキを作りました。
　いちごと生クリームのおめでたい紅白
ケーキにおなかも心も満たされ、ほのぼ
のとした新年会となりました。

　つきたての餅米をこねて、白と桃色の２色
のだんごを作りました。
　お餅がやわらかく、枝につけるのに苦戦し
ましたが、一致協力して紅白の花を咲かせる
ことができました。

いちごケーキで新年会
1/
13㈮

　「んだんだ会」さんによる５回目の初釜
茶会が行われました。京都から取り寄せた
和菓子とともにいただく抹茶の味は格別で
した。
　今年も大正琴サークル琴美会さんがレト
ロな音色で茶会に趣きを添えてくださいま
した。

初釜茶会2/
3㈮

1/
17㈫

小正月行事
　だんごさし

社会福祉法の改正により、
社協の取り組みが変わります

社会福祉法人制度の主な改革

一般財団法人・公益法人と同等以上の公益性を担保できる
経営組織とするため、各種の改正を行ってまいります。

　めいめいが福升を持って、職員が扮する
赤鬼と青鬼にめがけて豆をまきました。
　昨年は９名だった利用者さんも、今年は
倍近い人数となり、全員で無病息災を祈り
ました。

社会福祉法人制度を大きく改革する法案が、平成28年３月31日に成
立し、交付されました。
改正社会福祉法は平成29年４月１日から施行されますが 、 一部の
条文は公布の日又は平成28年４月１日から施行されており、今後次の
ような改革を進めてまいります。

●経営組織の在り方の見直し（ガバナンスの強化）
●事業運営の透明性の向上
●適正かつ公正な支出管理（財務規律の強化）
●地域における公益的な取組を実施する責務　など

2/
3㈮ 節分・豆まき

楢葉町保健福祉会館の再開について
大震災と原子力災害による避難のため、丸６年間休館を余儀なくされて
いた楢葉町保健福祉会館が、平成29年４月３日㈪より開館します。
福祉会館の再開に伴い、平成29年４月より、下記の事業を行います。

事務局・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護予防事業

なお、各部門ごとの電話番号等につきましては、当協議会ホームページ
及び次号「はぴねす」でお知らせいたします。

■楢葉町社会福祉協議会　事務局
電話 0240－25－4157　FAX 0240－25－4620
Mail : narahashakyo@oboe.ocn.ne.jp
■楢葉町地域包括支援センター・楢葉町居宅介護支援事業所
電話 0240－25－4155　FAX 0240－25－4156
Mail : naraha-houkatsu@car.ocn.ne.jp

❷ ❸



やまゆり荘
やまゆり荘
やまゆり荘

会津会津会津サ ポ ー ト セ ン タ ー な ら は

　ゴルフボールほどもある大粒の新鮮な
いちごを使ってケーキを作りました。
　いちごと生クリームのおめでたい紅白
ケーキにおなかも心も満たされ、ほのぼ
のとした新年会となりました。

　つきたての餅米をこねて、白と桃色の２色
のだんごを作りました。
　お餅がやわらかく、枝につけるのに苦戦し
ましたが、一致協力して紅白の花を咲かせる
ことができました。

いちごケーキで新年会
1/
13㈮

　「んだんだ会」さんによる５回目の初釜
茶会が行われました。京都から取り寄せた
和菓子とともにいただく抹茶の味は格別で
した。
　今年も大正琴サークル琴美会さんがレト
ロな音色で茶会に趣きを添えてくださいま
した。

初釜茶会2/
3㈮

1/
17㈫

小正月行事
　だんごさし

社会福祉法の改正により、
社協の取り組みが変わります

社会福祉法人制度の主な改革

一般財団法人・公益法人と同等以上の公益性を担保できる
経営組織とするため、各種の改正を行ってまいります。

　めいめいが福升を持って、職員が扮する
赤鬼と青鬼にめがけて豆をまきました。
　昨年は９名だった利用者さんも、今年は
倍近い人数となり、全員で無病息災を祈り
ました。

社会福祉法人制度を大きく改革する法案が、平成28年３月31日に成
立し、交付されました。
改正社会福祉法は平成29年４月１日から施行されますが 、 一部の
条文は公布の日又は平成28年４月１日から施行されており、今後次の
ような改革を進めてまいります。

●経営組織の在り方の見直し（ガバナンスの強化）
●事業運営の透明性の向上
●適正かつ公正な支出管理（財務規律の強化）
●地域における公益的な取組を実施する責務　など

2/
3㈮ 節分・豆まき

楢葉町保健福祉会館の再開について
大震災と原子力災害による避難のため、丸６年間休館を余儀なくされて
いた楢葉町保健福祉会館が、平成29年４月３日㈪より開館します。
福祉会館の再開に伴い、平成29年４月より、下記の事業を行います。

事務局・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護予防事業

なお、各部門ごとの電話番号等につきましては、当協議会ホームページ
及び次号「はぴねす」でお知らせいたします。

■楢葉町社会福祉協議会　事務局
電話 0240－25－4157　FAX 0240－25－4620
Mail : narahashakyo@oboe.ocn.ne.jp
■楢葉町地域包括支援センター・楢葉町居宅介護支援事業所
電話 0240－25－4155　FAX 0240－25－4156
Mail : naraha-houkatsu@car.ocn.ne.jp

❷ ❸



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

（H29年3月31日まで）

おうちの中にひもやリボンが
眠っていませんか？

　やまゆり荘では、身のまわりにある布など
を活用して、利用者さんが手芸作品を作って
います。
　現在、布地は、たりていますが、きんちゃ
く用のひもやリボン類が不足しています。
　おうちの中で眠っているひもなどの手芸材
料をご提供いただける方の情報をお待ちして
います。

楢葉町デイサービスセンター やまゆり荘
☎ 0240－25－1077　担当／佐藤

心配ごと、なやみごとは
楢葉町心配ごと相談所へ
開所日・場所

3月14日・28日 13：00～16：00

　サポートセンター 空の家

4月11日・25日13：00～16：00

　楢葉町保健福祉会館

5月 9日・23日13：00～16：00

　楢葉町保健福祉会館

毎月第２・４火曜日開所
※予約不要・秘密厳守

やまゆり荘からのおねがい

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。


