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令和 4年度社協会員にご加入ありがとうございました

5月～7月集計
期閻

5/1 ~ 7/31

法人会員

7団体

一般会員

128人

特別会員

65人

金額

397,000円

●5月～7月中にこ寄付くださいました方は下記のとおりです。（順不同・敬称略）

サトウ事務機器 （株）津多屋 坂本種苗店（株）
双葉商事（株） （株）蓬人館 （有）コムロ

阿久津きみ子 井戸川春男 加藤一美 佐藤重志 関根昭明
阿久津 セツ子 今井マサ子 河口明 佐藤晴夫 関根とよ子
阿部秀 一 今野輝昭 菅野さと子 佐藤浩子 関根宣子
安藤桂市 ＝ 岩間須美子 菅野千枝子 佐藤廣子 関根異
安類聖子 ＝ 岩間誠 菅野信雄＝佐藤正廣 高橋鶴枝
飯田俊也 宇佐見重好 菊地源継＝細山信 一 高橋年子
五十嵐新子 宇佐見信義 菊地ヨシ 細山美智子 高橋久子
五十嵐二三枝 梅田正弘 北崎迪子 三瓶梅子 高橋美喜
猪狩和男 榎内正和 木下弘壽 I三瓶和弘 高橋義幸
猪狩和信 遠藤勝美 木村富夫 三瓶一義 但野勝郎
猪狩 一正 遠藤秀一 木谷畑満美 三瓶 清 玉井敏
猪狩聰子 遠藤タカ子 黒澤毅 三瓶俊彦 田村すみい
猪狩早苗 遠藤武 黒須 美智子 三瓶直子 永井茂夫
猪狩隆 遠藤則政 小泉清子 三瓶みゆき 長尾泰憲
猪狩恒男 遠藤幹夫 小林益久 宍倉秀和 中澤正雄
猪狩富三 大岩弘 齋藤員一 清水 幸男 中西勲
猪狩久子 大島 一夫 齋野義教 白川幸子 中野境
猪狩みよ子．大竹和子 坂井唄子 白 戸 勝美 永野恒彊
猪狩実代子：大原 春生 坂巻末吉＝菅沼昌好 中野正幸
猪狩穣吉 ・大和田春男 坂本三徳 杉本英二 中野美智雄
生駒八重子 尾形弘子 坂本正男 杉本房子 成川俊子

井坂詠子 尾形美 奈 坂本光弘 鈴木武利 西山幸一

石井弘 小椋授子 佐々木敬子 鈴木時子 新田京子
石井良一 面川明己 佐藤勇 鈴木文子 萩原 勝
板倉正雄 加井昭夫 佐藤勝則 鈴木善江 迫英之
伊藤時子 賀川紘 佐藤憲ー 関根久美子 林志信
伊藤益雄 柏木宮子 佐藤謙ー 関根昭 一 林正二

（医）富岡中央医院

林政裕
原田宏
半谷修
半谷壽夫
半谷典子
蛭町義男
深谷美徳
福田広志
星喜美男
堀川卓之
堀川良雄
馬上正一

益山道則
松井正三
松尾勉
松清加奈恵
松本義隆
水島博仁
三輪秀男

村口和歌子
森陽三
矢内厚
山越憲一

山本め<'み
横川世次子
横田智津子
横田正夫

横田慶久
吉田恵子
吉田翔
吉田房子
吉田芳生
吉成 謙
若松吉美
渡遷カツ子
渡遷高一

渡遷セツ子
渡遵孝
渡遷タケ子
渡辺武
渡遷長一

渡遷チヨ 子
渡遷ツギヨ
渡邊鉄男
渡遵時猪
渡遷久雄
渡遷博道
渡辺政憲
渡遷ミチ子
渡湿光悪
渡辺恵子
渡遵康弘
渡邊泰弘
匿名希望4件
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民生児童委員協議会視察研修
7月 11日、 12日 町民生児童委員協議会 の視察研修を実施しました。
今回の研修には委員22人が参加し、当町と同じく原子力発電所が

立地する宮城県女川町を訪問しました。
同町は宮城県 の東端、太平洋に突き出た牡鹿半島の基部に位置し、

美しい海と豊かな自然、漁港で水揚げされる美味しくて新鮮な魚介類
が魅力 の港町です。東日本大震災の大津波により、町中心部は壊滅的な
被害を受けました が、官民 一体となって新しい取り組みを実施して
おり、「完全な防災には限界がある」として減災を基本とした防災・
まちづくりデザインによる復興を進めているとのことです。

研修では、バスの車窓から女川駅前ロー タリ ーや海岸付近、 海岸広場（マッシュパーク）を巡ったあと、女川町観光協会
のガイドの案内で町の中心部を歩きながら、 震災遺構である旧女川交番
やシーパルピア女川、女川駅展望台などを視察しました。

続いて、女川町民生児童委員協議会との研修会を開催し、同民児協
の現状や課題、活動内容などの説明を受けた後、意見交換を行いました。
沿岸部に位置していることや電源立地地域であることなど、地域
性もよく似ているということもあって活発な会となりました。

研修に参加され た委員の皆さんは、今回の視察研修で学んだこと
を今後の活動にとう取り入れ活かしていくか、真剣に話し合っていま
した。

••• ．． ••• ．． ••• ．． ••• •• ••• ．． 

皆さまからいただいた会費は、地域住民のつながりを強化する活動や、地域福祉の担い手、ポランティア人材の育成など、地域
づくり の責重な財源として活用させていただきます。
••• ．． ••• ．． ••• •• ••• ．． ••• ．． 
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山本 良夫様山本 良子様 杉 内

坂本仁ー機坂本 英雄様 仲 町

富岡事務所新人職員紹介

あ や な

生活支援相談員渡辺 亜耶奈
出会いを大切に笑顔で明る

＜元気に接していきたいと思
います。

社会福祉法人冒i岡旧I社：台き福i礼t篇引議台き
住所 〒979-1112福島県双葉郡富岡町中央1 丁目8-1 富岡町総合福祉センター内
MAIL tomi-181 @tomioka-shakyo.or jp 
u R L http://www.tomioka-shakyo.or jp/

facebook https://www.facebook.com/tomiokamachi.shakyo/

TEL 0240-22-5522 

FAX 0240-22-4870 

富岡町老人クラブ
クラウンドゴルフ親睦交流会
7月14日 富岡ふれ あいド ームにて富岡町老人クラブグラウンド

ゴルフ親睦 交流会を開催しました。会員32人が参加、日頃の練習の
成果を発揮し元気に楽しくプレーすることができました。新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響で 交流する機会 が少ない中、会員同士、
交流を深めることができました。今後もコロナ禍でも交流が深め
られるイベントを企画し親睦を図っていく予定です。

••• ．． ••• ．． 

9月 の相談会日程をこ連絡いたします。
日常生活における悩み、介護•福祉に関する
相談等お伺いします。

••• ．． ••• ．． ．．． ．． 

r 暮らしの心配こと相談 I -） 9月20日（火）
10:00-12:00 

※9月（奇数月）は弁護士・司法書士による法律の相談受付
があります。 ◎お問合せは、当協議会富岡事務所、若しくは
各支所へこ連絡ください。

゜
●富 岡会場：富岡町総合福祉センター （富岡町中央1丁目8-1)

場所●いわき会場：当協議会いわき支所（いわき市平北白土字宮前8 町役楊いわき志所内）
●郡山会場：富田団地集会所（郡山市富田東6丁目23)
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