
　輝かしく希望に満ちた新年を迎えられ
おめでとうございます。
　昨年は、当協議会が策定した中期社会
福祉活動ビジョンの理念と目標の実現に
向け、役職員が一丸となって各種社会福
祉事業の充実に邁進した一年でした。
 その中でも、身近な福祉サービスの拠
点でありました保健福祉会館の再開と時
を同じく事務局、地域包括支援センター
を始めとした各種事業が再開できたこと
は帰町された町民の皆さまの福祉に対する信頼と安心感を大きく得るこ
とができたものと思っております。
　今年も昨年に引き続き、「お互いが支えあい・気遣いあい・安心して
住み続けられるまちづくり」を目指し、地域福祉の中核を担う組織とし
て、役職員一人ひとりが福祉の課題を的確に把握し、地域コミュニティ
の形成にも力を尽くしてしてまいりますので、なお一層のご理解とご協
力をお願い申し上げまして年頭のあいさつといたします。

社会福祉法人楢葉町社会福祉協議会　

会　長　松　本　幸　英

●基本理念　お互いが支えあい、気遣いあい、安心して住み続けられるまちづくり
●基本目標　町民が孤立せず、いつでも誰かとつながりをもてる環境づくりを目指します。

住み慣れた地域で自分らしい生活が送れるような環境づくりを目指します。
地域に根差した、住民主体でお互いが助け合える環境づくりを推進します。

年頭のごあいさつ

楢葉町社会福祉協議会 中期社会福祉活動ビジョン（平成29～31年度）
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平成29年度

■問合せ
住民福祉課
☎ 0240－23－6102

第71回 福島県社会福祉大会会長表彰受賞

　11月10日、白河市で開催
された大会の席上、永年にわ
たり、民生委員児童委員とし
て楢葉町の福祉の向上に尽力
して来られた松本宏美様（山
田浜）と飯島富子様（山田
岡）へ福祉大会会長より表彰
状が授与されました。

と　き：平成30年2月4日㈰
13：15～15：30

ところ：あおぞらこども園
テーマ：「これからも、ならは。ずーっと、ならは。
　　　　　　 ～まじわる・つながる・支え合う～」

ならコレ～ならはコミュニティコレクション～

from 楢葉町地域包括支援センター
住み慣れ
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で

いくつに
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と暮らし
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さんと
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全国赤十字大会 日赤創立140周年記念大
会席上にて、長年の楢葉町分区の赤十字事
業への貢献に対して、表彰状が伝達されま
した。

日本赤十字社に
寄せられた寄付等
は、災害救護を始
めとする「いのち
を救う活動」に
使われています。
今後ともご協力を
お願いします。

岐阜県の鎌田満・佳久子様ご夫妻のお世
話により、心のこもった手仕事品をいただ
きました。
この品々は各種福祉サービスを通して町
民の皆さまへお分けする予定です。

全国赤十字大会にて表彰

布ぞうり・手編みくつ下カバーのご寄贈

　それぞれの楢葉町のご自宅で行われた百歳賀寿贈呈式において、福島県と
楢葉町からのお祝いに続き、楢葉町社会福祉協議会と楢葉町老人クラブ連合会
よりお祝い金を贈呈いたしました。

昨年12月に町内のおふたりがお元気に
満100歳を迎えられました

猪狩　タケ さん（下繁岡） 鈴木　チヨ さん（上小塙）

大正６年

12月5日
生まれ

大正６年

12月20日
生まれ

140点 500足

第3回楢葉町地域包括ケアシステム構築推進シンポジウム

〈第1部〉楢葉町内の住民地域活動紹介 13：15～14：20

11：30～13：00
作品展示＆販売や喫茶コーナーも

予定しています！

〇かみんぐ上小塙ミニデイ（上小塙）
〇お～やミニデイ（大谷）
〇山田岡元気アップ教室（山田岡）
〇行ってみっ会（下小塙）
〇大坂元気アップ教室（大坂）
〇結いの里サロン（北田）

〈第2部〉ならは井戸端大会議 14：30～15：30

〇支え合いの地域づくりについて
　会場全体でワイワイと井戸端大会議！
　コーディネーター：池田　昌弘氏
　（全国コミュニティライフサポートセンター理事長）

　　地域包括支援センターも
全面協力しています！
皆さまのお越しを
お待ちしています♥
社会福祉協議会（共催）

ならはの今

ならはのこれから

今
年
も

開
催
し
ま
す
！

　楢葉町の追悼式に続き、町遺族
会による慰霊祭を行いました。
　木戸八幡神社宮司様による神式
の祭事で戦没者の御霊（みたま）を
慰霊しました。

楢葉町戦没者追悼式
楢葉町戦没者慰霊祭

（楢葉町保健福祉会館）

できることは
自分でします

食べ物の
好き嫌いは
ありません

祝百寿

❷ ❸
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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

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
H30/1月
2月
3月

23日
13日・27日
13日・27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11月1日～12月31日）

地区摘　　　要氏　　　名

私市　一男 様

佐藤　一道 様

大川　一弘 様

横田　七海 様

眞光寺募金者一同 様

工藤　吉則 様

草野　　寧 様

猪狩　喜平 様

鈴木　　昂 様

猪狩　充弘 様

菅野　義光 様

故 私市亀千代様御遺志金

故 佐藤ハヤ子様御遺志金

故 大川弘道様御遺志金

故 横田春男様御遺志金

篤 志

故 工藤吉信様御遺志金

故 草野幸様御遺志金

故 猪狩庄衛様御遺志金

故 鈴木良明様御遺志金

故 猪狩泰一様御遺志金

故 菅野スイ子様御遺志金

上小塙

上繁岡

繁　岡

北　田

佐賀県

上小塙

下井出

大　谷

大　谷

北　田

繁　岡

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。


