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３月９日（木）喜多方を楽しもう！日帰り交流会を開催し、１４名の方が参加されました。
熊倉町おぐに交流の郷で先生方にお手伝いをいただきながら、そば打ちから茹で上げるまで
体験しました。昼食は、自分で打ったそばはもちろん、皆さんのそばを食べ比べしたり、楽
しくそれぞれ味のある美味しいそばをいただきました。
また、ほまれ酒造の雲嶺庵の見事な庭園を鑑賞し、木之本漆器店の人形館では昭和の風景
を猫で再現した作品が展示されており、心も癒される一日になりました。
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この広報は赤い羽根共同募金から寄せられた寄付金により発行しております

各地区でサロンが開催されておりますので、
お気軽に最寄りの会場にお越しください！！
会津地区サロン

問合せ先：大熊町社会福祉協議会 会津連絡所
TEL ０１２０－２９－５７６０

○つながっぺサロン「げんき」in 日新

○つながっぺサロン「ひまわり」in 一箕
日時：４月１３日（木）
１０：００～１１：３０
場所：一箕公民館２階 講義室

日時：４月１１日（火）
１４：００～１５：３０
場所：日新コミュニティセンター２階 講習室
会津若松市日新町８－２８

会津若松市一箕町北滝沢２－５－６

内容：お茶会及び小物作り

内容：お茶会及び小物作り

○つながっぺサロン「なごみ」in 門田
日時：４月２０日（木）１０：００～１１：３０
場所：南公民館１階 日本間
会津若松市門田町中野字大道西１３
内容：お茶会及び小物作り

いわき地区サロン

問合せ先：大熊町社会福祉協議会 いわき連絡所
TEL ０２４６－３８－８９３９

○つながっぺおおくま
いわきおでかけサロン

○つながっぺおおくま
いわき草野サロン

日時：４月１１日（火）
１０：３０～１３：３０
場所：JR 湯本駅前 集合
いわき市常磐湯本町天王崎 92
内容：お花見 (雨天時変更有り)
＊昼食代等は自己負担となります。
申込：4 月 10 日(月)午前中まで

日時：４月５日（水）
９：３０～１１：３０
場所：草野公民館 和室
いわき市泉崎字向原 28
内容：草野地域の魅力を公民館長に聞いてみよう、
茶話会など

相馬地区サロン
○借り上げ住宅サロン

○かしまで集まっ会

日時：４月１２、２６日（第２・４水曜日）
１３：３０～１５：３０
場所：原町区福祉会館

４月はお休みです

南相馬市原町区小川町３２２－１

内容：お茶会、レクリエーションなど
問合せ先：南相馬市社会福祉協議会
TEL ０２４４－２６－５１０７
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中通り地区サロン
○サロンつながっぺおおくま
in こおりやま

○二本松市社協「こっ茶こっせ」

日時：４月１、１５日（第１・３土曜日）
１０：００～１４：３０
場所：縒りあい処「空間」
郡山市開成６－３５７
内容：お茶会、情報交換など
問合せ先：大熊町社会福祉協議会中通り連絡所
TEL ０２４－９５４－５７３３

○茶話カフェ Rococo～ろここ～

日時：４月１９日（水）１３：３０～
場所：二本松福祉センター
二本松市亀谷１丁目５−１
内容：お茶飲み会
参加費：１00 円
問合せ先：二本松市社会福祉協議会
TEL０２４３－２３－８２６２

○なかどおりサロン in 希望ヶ丘

日時：４月５、１９日（第１・３水曜日）
１３：３０～１５：３０
場所：郡山市総合福祉センター
郡山市朝日１－２９－９
内容：茶話会（５日）
お花見会（１９日）
問合せ先：郡山市社会福祉協議会
TEL ０２４－９３２－５３１１

日時：４月２０日（木）
１０：００～１１：４５
場所：大熊町役場中通り連絡事務所 第１・２会議室
郡山市希望ヶ丘１１－１０
内容：お楽しみ会
申込：４月 1９日（水）まで
問合せ先：大熊町社会福祉協議会中通り連絡所
TEL ０２４－９５４－５７３３

○気軽に集まっぺ「もみの木」

○大玉村社協サロン

日時：４月８日（土）
１１：００～１５：００
場所：ちゃぽらんど西郷
西白河郡西郷村大字真船字馬立
内容：温泉と食事会
申込：下記問合わせ先まで
問合せ先：

日時：４月２１日（金）
１０：００～１２：３０
場所：大玉村総合福祉センター
安達郡大玉村玉井字東三合目 19
内容：お花見会（詳細は下記問合わせ先まで）
参加費：１，０００円
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３－６８－２１００

（もみの木代表：深代賢治０９０-９５３１-１５９５）

○ホっとサロン「てとて」
日時：４月１２、２６日（第２・４水曜日）
９：３０～１１：３０
場所：福島市保健福祉センター（１２日）
Ａ・Ｏ・Ｚ（アオウゼ）
（２６日）
内容：紙芝居 （１２日）
エレキサウンドの響
TAMAMOTO ライブ（２６日）
問合せ先：福島市社会福祉協議会
TEL ０２４－５３３－８８８１
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大熊町社会福祉協議会では、業務内容の拡充・充実を図るため、臨時職員を下記の通り募
集いたします。
なお、試験要項詳細については、当協議会事務局にお尋ねください。
１．試験職種及び募集人員
「臨時職員」
・生活支援相談員
・生活支援相談員

いわき連絡所勤務
相馬事業所勤務

若干名
若干名

２．仕事内容
東日本大震災により被災し、避難が長期化するなかで、住民が安心を取り戻し、福祉サービス
や生活支援を受けることによって、安心して暮らすことができるような地域社会をつくるため、
被災者に寄り添い、自立に向けた支える役割を担います。
いわき勤務はいわき市・双葉郡等を、中通り勤務は中通り地区を、相馬勤務は相馬地区を活動
範囲とし、訪問活動等の中で、介護福祉サービスの利用等の相談に応じ、支援が途切れないよう
に町や関係機関・団体等と連携し、一人暮らし高齢者等の見守り等の生活支援を行うものです。

３．要件等
・高卒以上の者
・普通自動車の免許取得者
・社会福祉事業に関心のある方

４．雇用形態
・臨時職員 勤務：平成２９年６月１日から平成３０年３月３１日まで
（事業継続による雇用期間の更新あり）

５．労働時間及び勤務時間
・実働：週３８時間４５分（午前８時３０分～午後５時１５分まで）
・休日：原則として土、日、祝日（但し、休日出勤の場合振替休日を指定）

６．賃金等
・本会規程による（基本賃金

日額７，２００円、通勤手当及び期末手当等あり）

７．法定福利等
・本会規程による（有給休暇、健康保険、厚生年金、雇用保険、健康診断等）

８．募集期間と方法
平成２９年４月３日（月）から４月２１日（金）までに履歴書及び小論文「社会福祉活動に
対する自分の果たす役割」
（８００文字以上１２００文字以内）を当協議会いわき出張所、又は
各連絡事務所に持参もしくは郵送（消印有効）する。（受付は午前９時から午後４時まで）

９．採用決定
書類選考及び面接（日時は追って通知）により採用を決定し、５月中旬までに採用の可否を
応募者に通知します。

１０．問い合わせ
大熊町社会福祉協議会いわき出張所 〒970-1144 いわき市好間工業団地１－４３
℡ 0246-38-8938 担当：志賀
大熊町社会福祉協議会中通り連絡所 〒963-8035 郡山市希望ヶ丘１１－１０
℡ 024-954-5733 担当：宮林
大熊町社会福祉協議会会津連絡所 〒965-0873 会津若松市追手町２－４１
℡ 0120-29-5760 担当：遠藤
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大熊町老人クラブ会員親睦交流会開催のご案内
震災から７年を迎えまだまだ先が見えない状況ではありますが、大熊町老人クラブ連合
会では、高齢者が心豊かで、明るく活気に満ちた楽しい生活を送っていただくために、この
会員親睦交流会を開催することとなりました。各地に離散している会員と交流を目的として
いますので、ぜひこの機会にご参加くださいますようお願いいたします。

日

時：６月１３日（火）～１４日（水）の１泊２日

場

所：福島県二本松岳温泉（予定）

定

員：・いわきコース

４０名程度

・南相馬コース（福島西口経由）

１５名程度

・県南コース（中通り事務所経由）

２５名程度

・会津若松コース

２０名程度

参加費：１０，０００円（宿泊代・保険代・交流会費・昼食代を含む）
日

程：１３日

１４日

○各出発地区

１３：３０～１４：３０

○二本松岳温泉

１６：００予定

○親睦交流会

１８：００予定

○おたのしみ講演会

１０：００

○昼食会

１２：００

○各地区帰路

１４：００

対

象：大熊町老人クラブ会員（当日加入も可能）

申

込：４月１４日（金）～５月１７日（水）
・保険加入の為、住所、性別、生年月日、現住所、単位クラブ名又は大熊の住所
携帯番号、集合場所を下記問い合わせ先までお電話にてお知らせください。（ファ
ックス、来所も可）
・詳細については申込者に別途郵送いたします。
（５月下旬予定）

問合せ先：①大熊町社会福祉協議会

いわき出張所

℡0246-38-8938/FAX 同 8921

中通り連絡所

℡024-954-5733/FAX 同 5734

会津若松連絡所

℡0242-29-5760/FAX 同 5761

相馬事業所

℡0244-32-0758/FAX 同 0759

②各単位クラブ会長まで
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いわき地区仮設住宅健康サロンのお知らせ
開催日程
・４月 ５日（水）
・４月 ６日（木）
・４月 ７日（金）
・４月１３日（木）
・４月１９日（水）

１０：００～１１：３０
１０：００～１１：３０
１０：００～１１：３０
１０：００～１１：３０
１０：００～１１：３０

好間第２仮設集会所
好間第２仮設集会所
鹿島第１仮設集会所
鹿島第２仮設集会所
小名浜上神白仮設集会所

場 所：各仮設集会所
内 容：健康介護課による（しゃべろう会）、健康相談
問合せ先 大熊町社会福祉協議会 いわき連絡所 TEL ０２４６－３８－８９３９

心配ごと相談所開催のお知らせ
日常のお悩みから、専門的な内容まで、一人で抱え込まずお気軽にご相談ください。
なお、相談を希望される方はお申込ください。
日 時：４月２７日（木） １１：００～１２：００、１３：００～１４：００
会 場：大熊町役場いわき出張所内
相談員：坂上信行
申 込：４月２５日（火）まで
問合せ先：大熊町社会福祉協議会いわき出張所

℡０２４６－３８－８９３８

大熊町社会福祉協議会

連絡先

◎いわき出張所

◎会津連絡所

住

住 所：〒９６５－０８７３
会津若松市追手町２－４１
事務局
電 話：０１２０-２９-５７６０
ＦＡＸ：０２４２-２９-５７６１
生活支援相談室
電 話：０２４２-２６-４０７７

所：〒９７０－１１４４
いわき市好間工業団地１－４３
事務局
電 話：０２４６-３８-８９３８
ＦＡＸ：０２４６-３８-８９２１

◎いわき連絡所
生活支援相談員
電 話：０２４６-３８-８９２０
サポート拠点
電 話：０２４６-３８-８９３９

◎相馬事業所
住 所：〒９７５－００３２

◎中通り連絡所
住

所：〒９６３－８０３５
郡山市希望ヶ丘１１－１０
事務局／生活支援相談員
電 話：０２４-９５４-５７３３
ＦＡＸ：０２４-９５４-５７３４

事務局／生活支援相談員
電 話：０２４４-３２-０７５８
ＦＡＸ：０２４４-３２-０７５９
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