
御　　　礼
本年度の赤い羽根共同募金運動は、コロナ禍の中での実施となりましたが、町民の皆
様、地域企業・学校の皆様方に、赤い羽根共同募金の趣旨をご理解いただき、地域の助け
合いの輪を広げるための多くのご協力を賜りましたことに、心より御礼申し上げます。
お寄せいただいた寄付金は、地域で援助を必要としている方への支援や社会福祉の増進
のための活動等に役立てられます。
今後も「じぶんの町を良くするしくみ」である共同募金への変わらぬご支援とご協力を
よろしくお願いいたします。
令和３年３月

楢葉町共同募金委員会長　
楢葉町社会福祉協議会長　松　本　幸　英

東京電力ホールディングス㈱様

楢葉中学校様 楢葉南北小学校様

令和２年度 赤い羽根共同募金に
　　　　　　ご協力ありがとうございました。

赤い羽根共同募金は、地域の子どもたち、
高齢者、障がい者などを支援する様々な福
祉活動に役立てられています。また、災害
が起きた時には、災害ボランティアセン
ターの設置や運営、被災者支援などにも使
われます。
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令和２年度 結果報告

民生委員は児童委員を兼ねており、児童委員の中で「主任児童委員」と呼ばれる委員が
活動しています。今回は、「主任児童委員」の活動についてご紹介します。

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

赤い羽根共同募金運動、歳末たすけあい募金運動に、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。

【募　 金　 箱】
楢葉町役場
楢葉町振興公社
楢葉仮設郵便局
そば処やぶそば 
東京電力ホールディングス㈱福島第二原子力発電所
楢葉町保健福祉会館

【職 域 募 金】
楢葉町役場職員
楢葉町社会福祉協議会職員

【学 校 募 金】
楢葉中学校
楢葉南小学校
楢葉北小学校

【個 人 募 金】
匿　名（上井出）

【イベント募金】
楢葉町教育総務課

【そ　 の　 他】
下小塙行ってみっ会

（順不同・敬称略）
令和３年２月15日現在

募 金 総 額

一　般　募　金 207,654円

歳末たすけあい募金 　7,310円

これ
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　１月10日に満100歳になられた矢内トリノさんの
長寿をお祝いし、楢葉町社会福祉協議会並びに楢葉町
老人クラブ連合会よりお祝金を贈呈いたしました。

矢内　トリノ さん
（上小塙）

◆児童福祉法に基づき、児童委員の中から厚生労働大臣により指名されます。
◆子どもや子育てに関する支援を専門に担当します。

◆担当区域をもたず、担当地区民生委員・児童委員と連携しながら、妊産婦・ 18歳までの子ども
とその保護者の子育ての不安に関するさまざまな相談に応じ、必要な支援が受けられるよう、専
門機関とのつなぎ役になります。

※委員としての立場や役割、活動の基本においては、「民生委員・児童委員」と同様です。

◎主任児童委員とは？

◎主任児童委員ってどんな活動しているの？

楢葉町民生児童委員協議会

主任児童委員は
「子育て応援団」

です！

日本赤十字社 楢葉町分区でお預かりした「令和２年７月豪雨災害義援金」の結果は
次号で報告致します。
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　保健福祉会館２階では、町民の皆様の健康づくりのた
め、新型コロナウイルス感染予防・拡大防止対策を行い
ながら、トレーニングマシンをご利用いただいています。
　なお、ご利用の際は、マスクの着用、手指の消毒、十
分な間隔を取るなどのご協力をお願いしています。
　それでは最後のマシンをご紹介します。

■楢葉町保健福祉会館２階　トレーニングマシンのご利用は…
月～金（土日祝日除く）9：00～16：00
１時間につき100円の利用料をいただきます。
※利用の都度、福祉会館１階の社会福祉協議会事務局で利用料のお支払いが必要です。

①動きやすい服装・足に合ったはき物で
　マシンに乗ります。

②時間と距離を設定します。
　※時間は10分単位（最大30分）
　　距離は１㎞単位（最大３㎞）

③設定ができたら、スタート・ストップ
　ボタンを押し、「スタートします。ベ
　ルトが動きます。」の音声が流れてか
　ら歩き出します。

④速さは速度ボタンのさげる・あげるを
　押し、ペースを調整しましょう。

㊟速度が速くなるほど、ケガや転倒の危
　険が高くなります。自分に合った
　ペースで行うようにしましょう。

◎６回にわたり、トレーニングマシンのご紹介をしましたが、まずは実際にマシンに
触れてみて下さい。操作方法がわからない時はお気軽にお声かけください。
　コロナ禍でいろいろとたいへんな時期ですが、体を動かすことで気分転換ができ
ることもありますので、生活の中から時間を見つけて体を動かしてみてはいかがで
しょうか。

筋力アップで“けんこう”づくり

ウォーキング・ランニングマシン
介護予防事業所
生活相談員
佐藤　　純

第6回
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社会福祉
法　　人 楢葉町社会福祉協議会

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

楢葉町児童館
〒979-0514 双葉郡楢葉町大字下小塙字稲荷前56
電話 080－5563－2744

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
▶１階
事務局・ボランティアセンター
電話 0240－25－4157
FAX 0240－25－4620
Mail:narahashakyo@oboe.ocn.ne.jp
http://naraha.fukushima-shakyo.com/

▶２階
生活支援相談室
電話 0240－25－4157
FAX 0240－25－4620
Mail:qqtq5hb9k@vesta.ocn.ne.jp

▶３階
地域包括支援センター
電話 0240－25－4155
FAX 0240－25－4156
Mail:naraha-houkatsu@car.ocn.ne.jp

居宅介護支援事業所
電話 0240－25－4155
FAX 0240－25－4156
Mail:yamayuri@athena.ocn.ne.jp

介護予防事業所
電話 0240－25－4155
FAX 0240－25－4156

善意のご寄付ありがとうございました（令和3年1月1日～令和3年2月19日）

「楢葉町地域福祉活動計画」
完成間近‼

地区摘　　　要氏　　　名

結城　秀康 様

鈴木　義男 様

宇津　弘基様

金子　　寛 様

鈴木　利弘 様

早川　秀門 様

早川　知暁 様

猪狩久美子 様

松本　正明 様

早川　幸江 様

鈴木　義男 様

安達　和男 様

志賀桑弓雄 様

猪狩　勇太 様

故 結城昭一様御遺志金

故 根本ミツノ様御遺志金

故 宇津武生様御遺志金

故 金子勝司様御遺志金

故 鈴木利夫様御遺志金

故 早川静夫様御遺志金

故 早川一仁様御遺志金

故 猪狩平二様御遺志金

故 松本正一様御遺志金

故 早川光久様御遺志金

故 根本忠治様御遺志金

故 松本アサ子様御遺志金

故 志賀シツエ様御遺志金

故 猪狩俊子様御遺志金

繁　岡

前　原

山田岡

下小塙

上井出

下小塙

上小塙

松　館

前　原

上小塙

前　原

北　田

営　団

下繁岡

　アンケートを通じ、町民の皆
様からお寄せいただいた声を受
け、４回ずつの検討委員会と策
定委員会を経て、「楢葉町地域
福祉活動計画」がまもなく完成
いたします。
　後日、本会ホームページにて
公開いたしますので、ぜひご覧
下さい。

http://naraha.fukushima-shakyo.
com/
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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。


