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季刊誌

ともに輝け　あなたの未来　楢葉のみら
い



7月11日の顔合わせ会に出席されたみなさんと松本町長で記念写真

各班ごとになにかし隊でやりたい事について話し合ったものをみんなに発表

　ならは応援団の中の組織として、町民が主体となってこれからの町の復興に向けた活動について話し
合い、実施に向けて行動を起こすことをねらいとした組織「なにかし隊」を立ち上げ、７月11日㈯顔
合わせ会を楢葉町いわき出張所谷川瀬分室で行いました。これから具体的にどんな事をしていくか意見
を出し合いながら町の復興を目指して活動していきます。

　今回、都合が悪く出席できなかったなにかし隊の方々とも、
今後集まりの機会を設けながらみんなで一致団結して進んで
行きます。まずは、自分達ができる事から！

*＊ なにかし隊メンバーのご紹介 ＊*

これからどうぞよろしくお願いします

渡　辺　喜　久 さん
高　原　カネ子 さん
吉　田　　　晃 さん
鈴　木　裕　也 さん
押　鐘　玲　子 さん
石　井　美　保 さん
鈴　木　　　貴 さん
佐　藤　　　純 さん
黒　木　真　美 さん
佐　藤　　　努 さん

坂　本　　　光 さん
猪　狩　　　誠 さん
青　木　剛　司 さん
渡　辺　岳　志 さん
猪　狩　勇　太 さん
松　本　英　樹 さん
福　井　光　治 さん
木　幡　吉　伴 さん
鈴　木　希　望 さん
青　木　ひろみ さん

加　藤　大　蔵 さん
早　川　キミ子 さん
高　野　幸　子 さん
門　馬　　　愛 さん
坂　本　房　男 さん
松　本　孝　夫 さん
猪　狩　泰　人 さん
斎　藤　　　徹 さん
結　城　浩　二 さん
松　本　悠　希 さん

早　川　篤　雄 さん
草　野　キミエ さん
松　本　百　登 さん
石　澤　輝　之 さん
高　木　秀　勝 さん
坂　本　浩　児 さん
猪　狩　有　未 さん
遠　藤　弘　樹 さん
橋　本　明　美 さん
　　 以上39名

各班に分かれてまずは自己紹介！

なにかし隊でやりたい事について話し合う

ふるさと楢葉のためになにかし隊
７月１１日 本格始動！！



まちめぐりバスツアー
　第２弾について

この度、ならはみらい社員を退職された方々
　・理事　宍戸　陽介　　平成27年３月31日付
　・社員　猪狩　克榮　　平成27年５月13日付
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ならはみらい
（空き家・空き地バンク）

物件の登録・公開

宅地建物取引業者

仲介業務

物件の募集

物件登録の申込

希望者の情報提供

交渉・契約
（仲介手数料）

交渉・契約
（仲介手数料）

物件情報の公開

問合せ・申込

物件（所有者）の情報提供

空き家・空き地バンク
運営協定

物件情報の
公開

不動産

平成26年度定時社員総会・平成27年度第1回理事会開催

■理事就任ごあいさつ
　去る６月26日に開催されましたならはみらい理事会及び社員総会にお
きまして、理事に選任されました副町長の大和田です。
　まちづくりを主体的に取り組むことを目的に設立された一般社団法人な
らはみらいは、設立から２年目となりました。昨年は、11年ぶりとなる
第14回楢葉町民号をはじめ、町の復興の状況を直接見ていただく“まち
めぐりバスツアー”など、町民のきずな・安心・活力を取り戻すため、各
種事業を展開しているところです。
　先月には政府から、避難指示の解除時期が示されたことから、帰町への
大きな一歩を踏み出すこととなります。長期にわたる避難指示が解除され、

楢葉町での生活を再開するにあたり、行政のみでは対応できない柔軟な支援が求められることから、町
とならはみらいがさらに連携を図り、町民のニーズにしっかりと対応してまいりたいと考えております。
　ならはみらいが、新たなきずなを育み、にぎわいのあるまちづくりを推進し、町民・地域・町が身近
な存在となりますよう邁進することをお約束して就任のご挨拶といたします。

　親子を対象としたまちめぐりバスツアー第１弾を
７月25日㈯に開催致しました。第２弾は楢葉の秋を
満喫できる内容を予定しておりますので、ぜひご参
加ください。お楽しみに！

空き家・空き地バンクとは？？
　東日本大震災や東京電力福島第一原子
力発電所事故からの復興の一環として、
空き家・空き地バンク事業を通して住宅

確保や生活再建の支援を行うものです。また，町内の
空き家・空き地を復興計画に沿うかたちで有効に活用
するため、情報を集約し町の再建に寄与するかたちで
提供する仕組みです。
■お問い合わせ先　
　一般社団法人ならはみらい　☎ 0246－88－7471まで

ならはみらいからのお知らせ
空き家・空き地バンクについて

楢葉の秋を満喫

楢葉町副町長
おお わ　だ　　　けん じ

大和田　賢司

　平成27年６月26日㈮楢葉町いわ
き出張所谷川瀬分室において、平
成26年度定時社員総会および平成
27年度第１回理事会が行われまし
た。前年度の事業報告と決算報告
から始まり、今年度の事業計画と
予算案について熱心に議論がされ
ました。



平成26年度にならはみらいが行った主な事業
　昨年度は、組織としての運営体制および事業の円滑な遂行のための基盤づくりに注力し
つつ、町と歩調を合わせて各種事業に取り組んできました。

楢葉町住宅再建相談窓口運営事業
放射線測定器等の校正に係わる機器の回収発送
住宅衛生環境向上推進事業コールセンター運営
飲料水供給施設水質放射性モニタリング
未来へつなぐこころの輪プロジェクト
ならは応援団事業
季刊誌の発行

楢葉町復興祈願祭「楢葉ならでは祭2015」 まちめぐりバスツアー

第14回　楢葉町町民号 その他の各事業

平成27年度の主な事業計画
　今年度は、町の復興に欠かすことのできない「きずな・安心・活力」を取り戻し、誇り
の持てる魅力あるまちづくりを目指して、前年度からの事業を継続すると共に、ならはみ
らい独自の事業の可能性を追求することにより、新生ならはのまちづくりを主導する役割
を果たします。

新たな街並みの形成に関する事業
空き家・空き地バンク運営事業
イベント運営事業

新たなきずなを育み、にぎわいの
あるまちづくりに向けた取組

放射線不安払拭・生活再建相談受付事業
生活再建支援サービス事業

不安を払しょくし、安心のある
まちづくりに向けた取組

生きがいづくり事業
生活連絡相談員事業

活力を取り戻し、生きがいのもてる
まちづくりに向けた取組

ならは応援団事業
広報・情報発信事業

その他、当法人の目的を
達成するために必要な取組



　５月17日㈰新潟県中越地震で甚大な被害を受けた小千谷市
塩谷集落で避難者やボランティアの交流の場を提供している
「芒種庵を創る会」（ならは応援団）が春の味覚山菜を楢葉の
方々に食べてほしいと、塩谷の方々が地元の山から採った山ウ
ド、ワラビ、フキノトウ等をいわき市高久第８応急仮設住宅の
方々に届けて下さり交流会が行われました。地域や状況は違っ
ても同じ被災者として共感できる部分がある中で、今後も長い
交流が続くことを願っています。

　７月８日㈬楢葉町役場前国道沿い花壇とその周辺、天神岬あ
やめ池の花壇にならは応援団で花植えを行いました。夏の日差
しが降り注ぐ中、町内外から30名の方が参加し汗を流しまし
た。花は会津美里町から譲り受けたあやめの株と兵庫県佐用町
商工会青年部から頂いたひまわりの苗、その他夏の花を植栽し
ました。花の植栽や手入れを通して町外応援団員と町民との親
睦を深めることや、町民自身の生きがいにもつながるものとな
ることを目指して活動をしていきます。

　「花とみどりプロジェクト」に際し、楢葉町を
花でいっぱいにしてほしいとの思いから、花が植
えてある木製プランターを、ならは応援団へ寄贈
して頂きました。頂いたプランターは、楢葉町役
場の玄関とここなら商店街に飾りましたので是非
ご覧下さい。

　花の植栽に参加される方々に飲み物を提供した
いと、移動カフェを開いて下さり、参加者へアイ
スコーヒー等を振舞って頂きました。これからも
町を盛り上げていくならは応援団の活動に積極的
に参加をして行きたいとお話しをされていました。

ならは応援団「結のこころプロジェクト」　　　　　新潟県小千谷市と楢葉町春の交流会

高久第８応急仮設住宅自治会と塩谷の方々
みんなで記念写真

ならは応援団「花とみどりプロジェクト」　　　　 楢葉町を花いっぱいに！

みんなで記念写真

会津美里町から頂いたあやめの株
天神岬公園あやめ池花壇へ

兵庫県佐用町から頂いたヒマワリ
楢葉町町民体育館前の歩道わきへ

ならは応援団で使ってね！

ならは応援団員
早川グリーン生花

早川シンさん（楢葉町）左
木紅木

菊地祐実子さん（いわき市）右

おいしいコーヒーをどうぞ

ならは応援団員
移動カフェ　カミーノ
高野幸子さん（楢葉町）

役場前国道沿い花壇には夏の花
マリーゴールドやヒマワリなど

オリジナルステッカー
参加者みなさんへプレゼント

ならは応援団の活動



住所：〒970-8044 福島県いわき市中央台飯野三丁目３番地１号　いわき明星大学大学会館３階
電話：0246－88－7471　FAX：0246－88－7472　〈ホームページ〉http://narahamirai.sakura.ne.jp

一般社団法人 ならはみらい

ならは応援団入団状況
（7月10日現在）

ならは応援団への入団申込方法

未来へつなぐこころの輪

ならはみらい事務局に新しく仲間入り 事務局員紹介
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ら
は
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　５月12日㈫高原カネ子さん（楢葉町）が代表を務める「和
布細工工房　ほのぼの」の皆様から「ならは応援団」へ支援金
を頂きました。この支援金は今年３月21日に開催された「楢
葉ならでは祭」で販売をした和布細工の売上金の一部を楢葉町
の復興のために活動する「ならは応援団」で活用してほしいと
ご持参頂きました。「和布細工工房　ほのぼの」を代表して猪
狩美代子さんと松本イツ子さんがならはみらいを訪れ当法人蛭
田専務理事に手渡されました。「ならは応援団」に頂いた支援
金は今後の応援団活動で大切に活用させていただきます。「和
布細工工房　ほのぼの」の皆様ありがとうございました。

「和布細工工房　ほのぼの」からのお知らせ
＜和布細工工房ほのぼの教室＞　　

■　場　所　高原カネ子自宅（楢葉町山田岡）
■　開催日　毎月第２・第４火曜日　
■　時　間　午前９時から午後１５時まで（出入り自由）
■　連絡先　☎ ０２４０－２５－５３３０（高原）

①髙木　昌祺 さん　②野木　桂子 さん　③矢内　四夫 さん　④松本　哲雄 さん　⑤猪狩　　正 さん
⑥松本みどり さん　⑦根本　美幸 さん　⑧猪狩　悦子 さん　⑨坂本　榮子 さん　⑩松本　宏美 さん
⑪岡田　道子 さん　⑫沢田　美幸 さん　⑬草野　五郎 さん　⑭根本　茂樹 さん　⑮八橋　真樹 さん
⑯吉田　　晃 さん　⑰塩井　尚喜 さん　⑱遠藤　正二 さん　⑲秋元　将志 さん　⑳草野　弘一 さん
㉑佐藤　健一 さん　㉒松本　英樹 さん　㉓早川れい子 さん　㉔渡邉　文子 さん

まだまだつながって行きますよ！！

　４月１日から１年間の任期で嘱託
職員として働く事になりました。私
の顔を見てなんとなく見覚えがある
方もいるかもしれません。実は、
2013年の２月からいわき市内にあ
る楢葉町の仮設住宅で「そよ風届け
隊」という学生団体で足湯ボラン
ティアをしていました。楢葉のみな

さんと少しずつつながりを深める中で、町民の方一人ひとり
とじっくり話をし、考え、取り組む時間を持ちたいと思い、
大学を１年間休学をしました。
　皆さん１年間よろしくお願いします。

個人入団者数　　企業・団体入団数
町内　 70名　　団体　２団体
町外　 93名

にしざき　　 め　い

西崎　芽衣

ならはみらいホームページから申込用紙を印刷し
必要事項をご記入の上、ならはみらいまで！メー
ル、お電話でのお申込も可能です。

随時、申込受付中！

どうぞよろしくお願い致します

歳森次長古市事務局長
西崎

山本 新田

裁縫が
苦手な方でも
気軽にお茶を
飲みに来て下さい


