
地域福祉
充実のために

福島県社会福祉協議会 地域
福祉課 課長 関 靖男様より、
実例をまじえた「社会福祉協議
会とは」、「社会福祉協議会の
理事・監事・評議員の役割」に
ついてご講義をいただき、職務
の重さと福祉事業推進への心持
ちを新たにしました。
また、現在、楢葉町内で実施
している３事業を見学し、現場
の熱気を体感しました。

10/19～20 楢葉社協役員・評議員
　　　　　　　合同研修会

楢葉町社会福祉協議会役員（理事・監事）・評議員

介護予防事業
（保健福祉会館）

出張介護予防教室
（サロンふらっと）

通所介護事業
（やまゆり荘）

評　議　員
渡　邊　正　尉
小　薬　　　厚
高　橋　秀　夫
梶　原　活　司
猪　狩　信　子

古田土　美智子
宇佐神　志奈恵
渡　邉　文　子
吉　田　ちひろ
新　妻　信　一

理　　　事
松　本　幸　英
遠　藤　一　教
松　本　宏　美
岡　田　道　子
小　磯　啓　一
菅　波　孝　男

監　　　事
佐々木　　　孝
松　本　広　行

任　期
平成29年５月26日～平成31年の
定時評議員会終結の時まで

任　期　平成29年４月１日～平成33年の定時評議員会終結の時まで
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戸谷　マス子 様
（下井出）
104歳

代表受領
松本　明雄 様
（山田岡）

代表受領
宮島寅夫・美佐子 様夫妻

（山田岡）

　楢葉町コミュニティー
センターにおいて敬老会が
行われました。

　社会福祉協議会関係で下記の方々に
記念品等が授与されました。

最高齢者祝金贈呈者
（楢葉町老人クラブ連合会より）

米寿（88歳）祝品贈呈者 44名
（楢葉町社会福祉協議会より）

金婚夫婦表彰者 ５組
（福島民報社・福島県老人クラブ連合会より）

おめでとうございます。

いつまでもお元気で！！

敬 老 会
9/
11㈰

民生委員制度創設100周年記念全国民生委員児童委員大会
永年勤続民生委員・児童委員表彰

楢葉町民生児童委員協議会

欠員となっていた上井出地区の民生委員児童委
員が決定し、10月３日に厚生労働大臣の委嘱状
が松本幸英町長より伝達されました。

楢葉町民生児童委員協議会は、これから総勢
21名で活動してまいります。
地域や身近に何か困ったことがあったら、民生
委員・児童委員にお気軽にお声かけください！

　平成13年から現在まで
15年間にわたり、地域の
身近な相談役として福祉の
向上に尽力されてきた左記
のおふたりが表彰されまし
た。

新妻　幸子 委員

松本　宏美 様 飯島　富子 様

新委員
です

❷



　７月から楢葉町の介護予防・日常生活支援総合事業の１つとして
楢葉町保健福祉会館 ３階で「介護予防事業」が始まっています。

～介護予防事業（2時間コース）の紹介～

事業の流れ

from 楢葉町地域包括支援センター

リハビリマシン・セラバンド・ゴム
ボール等を使用した運動により
筋力・体力の維持向上を図る

１．職　　種…保健師・主任介護支援専門員
社会福祉士　各１名

２．勤　　務…月曜～金曜　8：30～17：15
楢葉町地域包括支援センター
楢葉町大字北田字鐘突堂5-5
楢葉町保健福祉会館 3階

３．給　　与…当協議会給与規程による
（通勤・時間外等手当、賞与有）

４．資　　格…各資格免許・普通自動車免許所有者
５．応募方法…履歴書（写真添付）と資格免許証（写）を

下記へお持ち下さい。

６．面　　接…随　時
７．採　　用…平成30年４月１日付

楢葉町社会福祉協議会 事務局
担当：松本・山田

楢葉町大字北田字鐘突堂5-5
楢葉町保健福祉会館 １階
☎0240－25－4157

・杖を使わないで歩くことが増えた
・毎回来るのが楽しみ
・介護が必要な状態にならないように今後も継続
　したい
・腰や膝の痛みが軽くなって湿布の消費が減った
・体が少し軽くなったように感じる

■申込み・問合せは…
楢葉町
地域包括支援センターへ
TEL 0240－25－4155

自立した生活機能を
維持するため、

運動に意欲的な方々が
参加しています！

一人ひとりの
体力に応じた運動で

無理なく
安全に行います。

3か月ごとに
体力測定をして
効果の確認を
行います。

目　　　的
■要支援１　　■要支援２
■チェックリスト対象者
　※介護認定を受けていない方で質問票に
　　より生活機能の低下がみられた方
【要介護１＆２の方の利用も予定しています。】

対　象　者

迎 え 血圧測定＆準備体操 マシン運動 送 り

地域包括支援センター業務の職員募集！！

利用者さんの声

申込み・問合せ

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

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
電話 0240－25－1077
FAX 0240－25－1078
Mail:yamayuri@orion.ocn.ne.jp

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・生活支援相談員事務所（会津）
電話 0242－55－0177
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
〒979-0604
双葉郡楢葉町大字北田字中満296-1
（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桃木沢3-1
（高久第9仮設住宅内　グループホームならは内）
電話 0246－84－7151
FAX 0246－84－7152

楢葉町保健福祉会館
〒979-0604
双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-5
事務局
電話 0240－25－4157
FAX 0240－25－4620
Mail:narahashakyo@oboe.ocn.ne.jp

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
電話 0240－25－4155
FAX 0240－25－4156
Mail:naraha-houkatsu@car.ocn.ne.jp

心配ごと、なやみごとは

楢葉町心配ごと相談所へ

開所時間：13：00～16：00
場　　所：楢葉町保健福祉会館

開所日

11月
12月

H30/1月

28日
12日・26日
9日・23日

毎月第２・４火曜日開所（祝日をのぞく）
※予約不要・秘密厳守

善意のご寄付ありがとうございました（平成29年8月1日～10月31日）

地区摘　　　要氏　　　名
古市　　清 様
飯島　富子 様
新妻　　正 様
遠藤　行忠 様
鈴木　　一 様
坂本裕一郎 様
鈴木　芳衛 様
髙橋三千代 様
柳沼　幸夫 様
鯨岡シゲ子 様
小薬　和三 様
草野　秀勝 様
金子　佳憲 様
髙木　保之 様
渡部三根子 様
楢葉町民ゴルフまつり

　　　　　　実行委員会様

西　　眞弓 様
小松　　満 様
坂本　　德 様

故 古市信一様御遺志金
篤 志
故 新妻正一様御遺志金
故 遠藤タカシ様御遺志金
故 西山昭夫様御遺志金
故 坂本二己男様御遺志金
故 鈴木サタ子様御遺志金
故 髙橋庫次郎様御遺志金
故 柳沼利信様御遺志金
故 鯨岡秀吉様御遺志金
故 小薬幸子様御遺志金
故 草野　實様御遺志金
故 金子千枝子様御遺志金
故 髙木タケコ様御遺志金
故 渡部セキ様御遺志金
チャリティ募金
故 松本マキ子様御遺志金
故 松本花子様御遺志金
故 坂本キミヨ様御遺志金

下小塙
山田岡
上繁岡
下小塙
繁　岡
大　谷
下繁岡
上井出
上井出
上小塙
上繁岡
下井出
上井出
女　平
繁　岡
楢葉町
山田岡
山田岡
山田岡
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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。


