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　楢葉町の仮設住宅供与期間が、この３月末で終了となります。
　会津サロンでは「んだんだ会」さんのお点前による、最後の「初釜茶
会」が開催され、会津美里町と京都の和菓子とお抹茶を堪能しました。
　会津若松市の本光寺坊守の沖井智子さんが中心となり、近隣寺院の坊守
有志で結成された「んだんだ会」の皆さんは、平成24年４月から、サロ
ン活動やサポートセンター事業で様々なご支援を下さり、語り尽くせない
思い出と心のつながりをいただきました。長きにわたる温かいご支援に
心より感謝申し上げます。

サポートセンターならは「第６回 初釜茶会」

　避難者の自立に向
け、和菓子づくりや
バスツアーなどなど
趣向を凝らしたプロ
グラムで息の長い心
のこもったご支援を
いただきました。

　ふるさとを離れて
の避難生活を「んだ
んだ会」の皆さんの
温かい支援により心
豊かに送ることがで
きました。

ぼうもり

は
はあとふる ぴ

ぴいぷる

ね
ねっとわーく す

すてーしょん

平成30年
３月号
No.156

平成30年
３月号
No.156

平成30年
３月号
No.156

❶

楢葉町社会福祉協議会広報誌



その他
生活再建に関する相談

困難事例・ケアマネ支援
苦情相談

医療・保健関連（状態確認含）
身体障害・難病関連

精神関連
認知症に関する相談

虐待関連
施設入所に関する相談

権利擁護事業・成年後見制度
社協物品借用

介護用品
本人の精神的支援

介護方法・介護者の精神的支援
町在宅福祉サービス

サポートセンター利用
介護予防教室（社協）

総合事業
介護保険
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平成29年度（10月～12月）の相談件数・相談内容・相談者居住地割合

※介護保険、医療・保健関連（状態確認）に
次いで、総合事業、施設入所、認知症に
関する相談が増えています。

平成29年度 結果報告

from 楢葉町地域包括支援センター

地域包括支援センターでは、高齢者の日常生活に関する様々な相談に応じています。

楢葉町社会福祉協議会からのおしらせ

赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい募金

赤い羽根共同募金にご協力いただいた皆さま

三本木央之様（山田岡）より、〝事業で
すぐに使えるように…〞と１度洗たくして
糊を落とし吸収性をよくした新品のフェイ
スタオルをいただきました。

東日本大震災後、仮設住宅敷地内において、高齢者等に対する総合相談や生活支援サー
ビス等の提供を目的に開所しておりましたサポートセンターいわき（いわき市平下山口）、
サポートセンター会津（会津美里町）、サポートセンター空の家（いわき市平上山口）の３
つのサポートセンターは平成30年３月31日の楢葉町の仮設住宅供与期間終了に合わせて
閉所いたします。４月１日からの楢葉町社会福祉協議会全事業の拠点は楢葉町となります。
各サポートセンター事業運営に際しましては、県内外を問わず、本当にたくさんの皆様
にお世話になりました。誠にありがとうございました。

大震災で故障後、昨年４月の福祉会館再開以降も、復旧が大幅に遅れ、町民の皆様には
たいへんご不自由をおかけしておりました館内エレベーターの改修工事が１月に完了しま
した。内装も新しくなり、安全性も高まりましたので、ご来館の際にはご利用下さい。

新品洗いたて
　　タオル500枚！！ご寄贈

「相談業務」は地域包括支援センターの基本のお仕事です。
内容の秘密を厳守しながら相談に応じ
適切な制度・サービス・関係機関等へつないだり
定期的な訪問で経過を見守ったり…
高齢者とご家族にとっていつでも相談できる
「強い味方」でいられるよう、日々業務に励んでいます。

介護保険・総合事業・
認知症・施設入所など
高齢者に関する総合相談は

　地域包括支援センター
（0240-25-4155）まで

温かい

お心遣い

ありがとう

ございます１ サポートセンターの閉所について

２ 楢葉町保健福祉会館のエレベーター復旧について

楢葉町社会福祉協議会では、楢葉町の指定管理者の指名を受け、楢葉町保健福祉会館の
利用管理を行なっております。
福祉会館のご利用については社会福祉協議会（電話 0240-25-4157）へお問い合わせ願
います。
※なお、土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日～１月３日は休館となります。
※また、平成30年４月１日より、ご利用の内容により利用料をいただく場合があります。

赤い羽根共同募金運動（10月１日～12月31日）、歳末たすけあい募金運動（12月１日～
12月31日）に、たくさんの募金をお寄せいただき、ありがとうございました。
募金は、福島県共同募金会に全額送金し、県内の社会福祉施設、社会福祉協議会事業、
福祉団体、ボランティア団体などの福祉事業の推進に配分されます。
また、歳末たすけあい募金は町内の地域福祉活動や年間を通じたさまざまな福祉事業へ
活用されます。

３ 楢葉町保健福祉会館の利用について

提案１　定期的な面談で様子を
見ていきましょう。

提案２　専門医の受診を考えましょう。
提案３　介護サービス利用の

検討が必要です。
などなど。

相談の流れ例
訪問面談

相談対応件数
376件／月平均

総合相談・支援業務地域包括支援センターのお仕事紹介
その２

最近母の物忘れが
目立ってきて
心配なんです。

訪問してお母さまと
お話しさせて下さい。

【募　 金　 箱】
楢葉町役場
楢葉町振興公社
経済産業省資源エネルギー庁福島双葉地域担当官事務所
楢葉仮設郵便局
㈱ネモト
武ちゃん食堂
おらほ亭
東京電力㈱福島第二原子力発電所
前田建設工業㈱東北支店福島浜通り営業所
㈱関電工福島本部

【学 校 募 金】
楢葉中学校
楢葉南小学校
楢葉北小学校

【イベント募金】
老連カーリンコン大会
秋空散策歩こう会
もろもろ塾柿収穫ツアー

【職 域 募 金】
楢葉町社会福祉協議会職員

【そ　 の　 他】
還暦祝同級会（会計 猪狩敬一様）
楢葉町老人クラブ連合会有志
あゆみ会（山田岡）

（順不同・敬称略）
平成30年１月31日現在

募 金 総 額
一　般　募　金 252,541円

歳末たすけあい募金 52,121円
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平成29年度（10月～12月）の相談件数・相談内容・相談者居住地割合

※介護保険、医療・保健関連（状態確認）に
次いで、総合事業、施設入所、認知症に
関する相談が増えています。

平成29年度 結果報告

from 楢葉町地域包括支援センター

地域包括支援センターでは、高齢者の日常生活に関する様々な相談に応じています。

楢葉町社会福祉協議会からのおしらせ

赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい募金

赤い羽根共同募金にご協力いただいた皆さま

三本木央之様（山田岡）より、〝事業で
すぐに使えるように…〞と１度洗たくして
糊を落とし吸収性をよくした新品のフェイ
スタオルをいただきました。

東日本大震災後、仮設住宅敷地内において、高齢者等に対する総合相談や生活支援サー
ビス等の提供を目的に開所しておりましたサポートセンターいわき（いわき市平下山口）、
サポートセンター会津（会津美里町）、サポートセンター空の家（いわき市平上山口）の３
つのサポートセンターは平成30年３月31日の楢葉町の仮設住宅供与期間終了に合わせて
閉所いたします。４月１日からの楢葉町社会福祉協議会全事業の拠点は楢葉町となります。
各サポートセンター事業運営に際しましては、県内外を問わず、本当にたくさんの皆様

にお世話になりました。誠にありがとうございました。

大震災で故障後、昨年４月の福祉会館再開以降も、復旧が大幅に遅れ、町民の皆様には
たいへんご不自由をおかけしておりました館内エレベーターの改修工事が１月に完了しま
した。内装も新しくなり、安全性も高まりましたので、ご来館の際にはご利用下さい。

新品洗いたて
　　タオル500枚！！ご寄贈

「相談業務」は地域包括支援センターの基本のお仕事です。
内容の秘密を厳守しながら相談に応じ
適切な制度・サービス・関係機関等へつないだり
定期的な訪問で経過を見守ったり…
高齢者とご家族にとっていつでも相談できる
「強い味方」でいられるよう、日々業務に励んでいます。

介護保険・総合事業・
認知症・施設入所など
高齢者に関する総合相談は

　地域包括支援センター
（0240-25-4155）まで

温かい

お心遣い

ありがとう

ございます１ サポートセンターの閉所について

２ 楢葉町保健福祉会館のエレベーター復旧について

楢葉町社会福祉協議会では、楢葉町の指定管理者の指名を受け、楢葉町保健福祉会館の
利用管理を行なっております。
福祉会館のご利用については社会福祉協議会（電話 0240-25-4157）へお問い合わせ願

います。
※なお、土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日～１月３日は休館となります。
※また、平成30年４月１日より、ご利用の内容により利用料をいただく場合があります。

赤い羽根共同募金運動（10月１日～12月31日）、歳末たすけあい募金運動（12月１日～
12月31日）に、たくさんの募金をお寄せいただき、ありがとうございました。
募金は、福島県共同募金会に全額送金し、県内の社会福祉施設、社会福祉協議会事業、

福祉団体、ボランティア団体などの福祉事業の推進に配分されます。
また、歳末たすけあい募金は町内の地域福祉活動や年間を通じたさまざまな福祉事業へ

活用されます。

３ 楢葉町保健福祉会館の利用について

提案１　定期的な面談で様子を
見ていきましょう。

提案２　専門医の受診を考えましょう。
提案３　介護サービス利用の

検討が必要です。
などなど。

相談の流れ例
訪問面談

相談対応件数
376件／月平均

総合相談・支援業務地域包括支援センターのお仕事紹介
その２

最近母の物忘れが
目立ってきて
心配なんです。

訪問してお母さまと
お話しさせて下さい。

【募　 金　 箱】
楢葉町役場
楢葉町振興公社
経済産業省資源エネルギー庁福島双葉地域担当官事務所
楢葉仮設郵便局
㈱ネモト
武ちゃん食堂
おらほ亭
東京電力㈱福島第二原子力発電所
前田建設工業㈱東北支店福島浜通り営業所
㈱関電工福島本部

【学 校 募 金】
楢葉中学校
楢葉南小学校
楢葉北小学校

【イベント募金】
老連カーリンコン大会
秋空散策歩こう会
もろもろ塾柿収穫ツアー

【職 域 募 金】
楢葉町社会福祉協議会職員

【そ　 の　 他】
還暦祝同級会（会計 猪狩敬一様）
楢葉町老人クラブ連合会有志
あゆみ会（山田岡）

（順不同・敬称略）
平成30年１月31日現在

募 金 総 額
一　般　募　金 252,541円

歳末たすけあい募金 52,121円
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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

3月
4月
5月

27日
10日・24日
8日・22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30年1月1日～2月28日）

地区摘　　　要氏　　　名

山野辺嘉一 様

小野　敏雄 様

根本　政嗣 様

工藤　博幸 様

永山　光明 様

西山　謙一 様

磐城　　恭 様

鈴木　常也 様

猪狩　芳正 様

加藤　命久 様

渡邉　幸喜 様

松本　兼康 様

故 山野辺テル様御遺志金

故 小野トヨ様御遺志金

故 根本和政様御遺志金

故 工藤一幸様御遺志金

故 永山歌子様御遺志金

故 西山栄一様御遺志金

故 磐城恒男様御遺志金

故 鈴木　侑様御遺志金

故 猪狩悦子様御遺志金

故 加藤胤久様御遺志金

故 渡邉　甫様御遺志金

故 松本スミ様御遺志金

上井出

山田岡

上井出

上小塙

山田岡

上小塙

上小塙

大　坂

松　館

山田岡

下井出

上繁岡

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。


