
楢葉町民交流会を開催しました
　日本赤十字社福島県支部が震災前の楢葉町の“地域のつながり”を
よみがえらせることを目的として開催した町民交流会に105名の町民
の皆さんが参加されました。

久々の再会に話が弾
み、笑顔いっぱいの
交流会となりました。

温泉入浴やバイキン
グ形式の食事を楽し
み、あっという間に
楽しい時間が過ぎま
した。
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楢葉町社会福祉協議会広報誌



祝
平成
26年度

サポートセンターならは
（いわき）

新妻　繁雄 様
（上井出）
102歳

杉岡　惣五郎 様
（上井出）

志賀良久・茂子 様夫妻
（大　谷）

　いわき明星大学児玉記念講堂
において敬老会が行われました。

　老人の日（９月15日）現在の町の70歳
以上の高齢者は、1,616名となりました。
　社会福祉協議会関係の３つの表彰で下
記の方々が代表で受領されました。

こちら
地域包括支援センタ

ーです！
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22㈪
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楢葉南北小学校への
　　ゲストティーチャー

10/
20㈪　　たくさんの“温もり”
ありがとうございます！！

いつも　 ありがとう！！

最高齢者祝金贈呈者
（楢葉町老人クラブ連合より）

米寿（88歳）祝品贈呈者 56名
（楢葉町社会福祉協議会より）

※各受彰者につきましては10月5日に発行された「広報ならは」に
　掲載されていますので、ご参照願います。

※なお新妻繁雄様には９月30日に
　永眠されました。
　謹んでご冥福をお祈り致します。

金婚夫婦表彰者 ７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
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　４年生の総合的な学習の時間「ふるさと
ならは」に講師としておうかがいしました。
　「社会福祉ってなんだろう？」「楢葉町
にあった福祉施設とは？」などを一緒に考
えました。
　また、自分たちが今できることでは、
「おばあちゃんの荷物を持ってあげる」
「読み終えた本を寄贈する」等たくさんの
元気な発表がありました。

　渡辺紀子さんを代表とする「温もり届け隊」の
皆さんが北海道から綿入丹前・綿入半天・ガーゼ
寝巻など約100点、手編み毛糸くつ下カバー・帽
子・マフラーなど約1,000点を届けに来て下さい
ました。

　双葉翔陽
高校生徒会
の皆さんが
葉ぼたんを
寄贈下さい
ました。

毛糸の帽子、くつ下がたくさん！！

厚生労働省よりご視察
　厚生労働省の塩崎恭久大臣と
髙階恵美子政務官が、介護予防
事業をご視察されました。
　大臣と政務官は松本幸英町長
らの説明に熱心に耳を傾けられ
利用者さんのレクリエーション
の様子をご覧になりました。
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7㈫ 世田谷区梅丘地区民生児童委員協議会

楢葉町民生児童委員協議会　交流会
　世田谷区梅丘地区民生児童委員協議
会（東京都）の皆さんと交流会を行い
ました。
　楢葉町役場でのグループ交流では震
災当時や避難生活での民生委員児童委
員の活動等について、活発な意見交換
が行われ、災害時の対応のあり方など
を一緒に考え、有意義な時間を過ごし
ました。
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ご存じですか？

社会福祉
法　　人 楢葉町社会福祉協議会
〔いわき出張所〕
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
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

〔会津美里出張所〕
サポートセンターならは
〒969-6207
大沼郡会津美里町字宮里96
（宮里仮設住宅内）

事務局／介護予防事業
電話 0242－55－0177・0178
FAX 0242－54－7879
Mail:qqnh6kh9k@crest.ocn.ne.jp
グループホームならは
電話 0242－54－3691

サポートセンターならは
〒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
グループホームならは
〒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）
電話 0246－29－8611

ちょっとした困りごと、大きな困りごと
ひとりで抱え込まず「心配ごと相談所」を

ご利用ください。
　生活していると、いろいろな困りごとに直面する
ことがあります。その困りごとはひとりで、あるい
は家族や身の回りの人では解決できないこともあり
ます。
　そんなときは、自分ひとりで抱え込まず、ぜひ社
会福祉協議会が行っている「心配ごと相談所」をご
利用ください。

「心配ごと相談所」の特徴
１．知識や経験をもった相談員が対応します
２．より専門的な知識や経験を必要とすると思われ
るご相談には、どこで相談されるのが良いか等
のアドバイスを行います

楢葉町心配ごと相談所
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

いわき市平上山口字小喜目作34-1

心配ごと相談所

●H26年度開所日
11月
12月

H27/１月
２月
３月

11日・25日
９日 ※12月は１回のみ
13日・27日
10日・24日
10日・24日

社会福祉協議会では、生活の困りごとなどの
ご相談にお応えしています。

　「心配ごと相談所」の他に、社会福祉協議会で
は地域での生活の相談にも対応しています。
　社会福祉協議会の職員の多くは、社会福祉士や
介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事任用
資格等の福祉の資格を有する職員です。みなさま
の生活にかかわるさまざまな相談にお応えし、必
要があれば悩みや困りごとを解決するための機関
や団体等をご紹介をしています。

❹

※この広報紙には、日韓共同募金配分金を使用させていただいております。

編 集 後 記
　実りの時期を迎え、食べ物がよりおいしく
感じられるこの頃ですが、日に日に冬へと
近づいています。
　寒さのために風邪をひいている方も見受け
られます。どうぞご自愛下さい。


