
　新年明けましておめでとうございます。
　町民の皆様におかれましては、健やかに新しい
一年を迎えられたこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、本会における各種事業活動にご理解、
ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　昨今、新型コロナウイルスの感染が収束しない
なか、本会におきましても、事業縮小や変更を余
儀なくされましたが、感染対策を徹底し、皆様の
ご協力を賜りながら地域福祉を推進してまいりま
した。
　本会では、「みんなで支え合い　幸せを実感でき
る　まち」を基本理念として、今後も役職員一丸
となり、さらなる地域福祉の実現に向けて邁進してまいりたいと存じますの
で、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
　本年も、皆様のますますのご多幸とご健勝を心より申し上げ、年頭のごあ
いさつとさせていただきます。

社会福祉法人楢葉町社会福祉協議会

会　長 　松　本　幸　英

　昨年10月、本会職員による災害ボランティアセンター
設置訓練を実施しました。これは、町内に水害が発生し
たことを想定し、ボランティアを受け入れるための訓練
を行ったものです。
　当日は、ハザードマップから想定した被害状況やニー
ズを基に、テント設営や資機材の準備から始まり、セン
ター運営側とボランティア側に分かれてシミュレーション
を行いました。
　訓練後に職員全員でふり返りを行い、気づいた点や課
題を共有し、来たる災害に備えて意識を高めた一日とな
りました。
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　11月11日㈮二本松市民会館において開催された
第76回福島県社会福祉大会において、長年にわた
り民生委員児童委員として社会福祉事業に貢献され
地域福祉の向上のためにご尽力されてこられた功績
に対し、福島県社会福祉大会会長より表彰状を授与
されました。
　誠におめでとうございます。

楢葉町民生児童委員協議会

岡田　道子 様（上井出)

感謝状贈呈式

❖ 12月１日㈭ ❖

　３年に一度の全国一斉改選により、楢葉町に
おいても７名の委員が退任となりました。
　今回、２期以上にわたりご尽力くださった３
名へ厚生労働大臣から感謝状の伝達、退任され
る７名へ楢葉町長より感謝状が贈呈されました。

　令和4年11月30日をもって退任された皆さん、
民生委員児童委員として、社会福祉の増進にご
尽力くださいましたことに、深甚なる敬意と感
謝を込め、紙上より厚く御礼申し上げます。

委嘱状伝達式
　続いて行われた委嘱状伝達式において、17名
の民生委員児童委員（主任児童委員２名含む）に、
楢葉町長より厚生労働大臣からの委嘱状が伝達
されました。
　これから３年間、地域の皆様の身近な相談相
手として活動してまいります！！

後列左から　　矢内美智子さん（前　原）１期３年　　　早川　仁子さん（上小塙）２期５年
　　　　　　　猪狩　礼子さん（大　谷）１期３年　　　宇佐神志奈恵さん（上小塙）３期９年
前列左から　　石井　宮子さん（山田岡）１期１年　　　岡田　道子さん（上井出）５期15年
　　　　　　　山口　洋子さん（繁　岡）３期９年　　

新任の民生委員児童委員をご紹介します。
左から
　矢内　和子さん（前原）　　小澤美枝子さん（繁岡）　　諸橋　重子さん（大谷）
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令和4年度 みんなのボランティア講座
～できることから始めてみませんか～
　楢葉町社会福祉協議会ボランティアセンターでは、下記の日程で
ボランティア講座を開催します。誰もが安心して暮らしていくため
に、地域での“ちょっとした助け合い”を始めてみませんか。

＜お申込み・お問合わせ先＞
楢葉町社会福祉協議会ボランティアセンター　☎ 0240－25－4157（担当：小林）

日　　時 令和５年２月25日㈯　10：00～12：00
会　　場 楢葉町保健福祉会館 １階 大会議室（楢葉町大字北田字鐘突堂5-5）

講　　師 橋本　泰典 氏
（特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター）

※感染対策を十分実施して開催します　
※新型コロナウイルス感染状況により中止になる場合があります

内　　容 ★ボランティアって？
★地域の支え合いはなぜ必要？
★町内のボランティア活動紹介　など

対 象 者 ボランティア活動に関心のある方、ボランティア活動を始めたい方

参 加 費 無　料 募集人数 100名
申込み方法 電話（☎ 0240-25-4157）または楢葉町保健福祉会館にて

お申込みください

ウツエバルブサービス株式会社 様

　「令和４年８月大雨災害義援金」にたくさんの義援金をお寄せいただき、ありが
とうございました。義援金は日本赤十字社に全額送金し、被災者の救援に充てさせ
ていただきます。

義援金合計額　　223,412円

令和４年８月大雨災害義援金　結果報告

【募金箱設置】
楢葉郵便局 様　　　　　　ブイチェーンネモト 様　　　　　　　　海鮮料理よしだ 様
武ちゃん食堂 様　　　　　株式会社ダルマイサーなら福 様　　　　そば処やぶそば 様
とんかつまる兵衛 様　  　 楢葉町サイクリングターミナル 様
道の駅ならは 様　　　　　株式会社Ｊヴィレッジ 様
ウツエバルブサービス株式会社 様
みんなの交流館ならはCANvas 様
楢葉町役場　　　　　　　 楢葉町保健福祉会館

【職 域 募 金】
楢葉町役場職員一同 様
楢葉町社会福祉協議会職員一同

【そ　の　他】　楢葉町婦人会 様

令和４年８月大雨災害義援金にご協力いただいた皆様 （順不同）

❸



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

楢葉町放課後児童クラブ
〒979-0514 双葉郡楢葉町大字
　　　　　　下小塙字麦入31
電話 0240－23－6036
FAX 0240－23－6038
Mail:qqyw8ra9k@theia.ocn.ne.jp

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
▶２階　生活支援相談室
電話 0240－25－4157 FAX 0240－25－4620
Mail:narahashakyo@oboe.ocn.ne.jp
https://naraha.fukushima-shakyo.com/

▶３階　地域包括支援センター
　　　　居宅介護支援事業所・介護予防事業所
電話 0240－25－4155 FAX 0240－25－4156
Mail（包括）:naraha-houkatsu@car.ocn.ne.jp
Mail（居宅）:yamayuri@athena.ocn.ne.jp

発行元：社会福祉法人楢葉町社会福祉協議会（発行責任者：福井光治）

善意のご寄付ありがとうございました（令和4年10月19日～令和4年12月9日）

地区摘　　　要氏　　　名
松本　信廣 様
會澤　茂生 様
矢内　道秀 様
安藤　英明 様
松本　清美 様
渡辺　瑞夫 様

故 松本良德様御遺志金
故 會澤節夫様御遺志金
故 矢内道德様御遺志金
故 安藤チエ様御遺志金
故 松本美津子様御遺志金
故 西山𠮷一様御遺志金

北　田
下井出
北　田
下小塙
北　田
北田（中満）

地区摘　　　要氏　　　名
會澤　茂生 様
矢内　道秀 様
安藤　英明 様
松本　清美 様
渡辺　瑞夫 様

故 會澤節夫様御遺志金
故 矢内道德様御遺志金
故 安藤チエ様御遺志金
故 松本美津子様御遺志金
故 西山𠮷一様御遺志金

下井出
北　田
下小塙
北　田
北田（中満）

【社会福祉協議会へ（御遺志金）】

地区摘　　　要氏　　　名
匿　　　名 様
杉岡惣五郎 様

篤　志
篤　志

愛知県
上井出

地区摘　　　要氏　　　名
楢葉町婦人会 様
ＭＡＨ－ＪＯＮＧ since ２０２０ 様

篤　志
篤　志

－
山田岡

【社会福祉協議会へ（一般寄付金）】

【日本赤十字社へ（御遺志金）】

　この度、楢葉町民有志の皆さんより、布
リースをご寄贈いただきました。これは、５
㎝四方の布60枚を花びらのようにあしらっ
たもので、クリスマスカラーの赤や緑のほ
か、色とりどりの布でひとつひとつ丁寧に作
られています。
　ご寄贈いただきました布リースは、デイ
サービスセンターや、介護予防事業所並びに
地域交流サロンにおいて活用させていただき
ます。お心遣いに感謝申し上げます。

ご寄贈ありがとうございました

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。


