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落語を楽しみましょうと題して第３回町民交流会が１月 21 日（土）いわき市労働福祉会
館で行われました。今回は社会人落語会「楽笑会」の方５名が首都圏より集まり本格的な口
演をしていただきました。普段見聞き出来ない落語や三味線、漫談等、古典芸能を堪能する
事が出来ました。
午前中は心の健康講座に講師としてユーモアセラピストの百笑溢喜さんに来て頂きまし
た。心地よい爆笑トークは脳トレにもなり、一日楽しく過ごすことが出来ました。
「笑う門に
は福来る」今年も、明るく輝かしい一年でありますように。
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なかどおり「おでかけサロン」in 安達ヶ原お知らせ
日 時：３月２日（木）
集 合：大熊町役場中通り連絡事務所の駐車場
集合 ９：３０／解散 １３：３０予定
場 所：安達ヶ原ふるさと村「げんきキッズパーク」
日 程： ９：３０ 大熊町役場駐車場 集合・出発 バスにて移動
１０：１５ 二本松市 安達ヶ原ふるさと村 到着
１０：２０ ふるさと村公園・げんきキッズパークにて自由行動
１２：００ 昼食
１２：５０ 安達ヶ原ふるさと村 出発
１３：３０ 大熊町役場駐車場 到着・解散
定 員：２４名
参加費：無料（おにぎり、お茶付き）
準備物：タオル、各自必要と思われるものを持参下さい
対 象：子育て中のママさんとそのお子さん（おばあちゃんも可）
申 込：２月２７日（月）まで
問合せ先：大熊町社会福祉協議会 中通り連絡所 ＴＥＬ０２４－９５４－５７３３

喜多方を楽しもう！日帰り交流会の開催
ラーメンじゃない喜多方を楽しんでみませんか。そば打ちを体験し、酒蔵ほまれの広大な日本庭園
「雲嶺庵」と試飲を楽しみ、桐のこ人形館を鑑賞予定です。ぜひ、参加申し込みお待ちしています。
日 時：３月９日（木）
集 合：会津若松駅 ９：１５ （１６：３０頃解散予定）
行 程：会津若松駅 → 熊倉町おぐに交流の郷（そば打ち体験・昼食「体験した手打ちそば」
）
→ 酒造ほまれ「雲嶺庵」 → 木之本漆器店 → 会津若松駅
定 員：１５名（集合場所にお集まりいただける町民の方が対象です）
参加費：無料（昼食は各自で打ったそばを食べます）
準備物：エプロン、三角巾
申 込：２月２０日（月）から２月２８日（火）まで
下記問合せ先に氏名、性別、生年月日、現住所、携帯電話番号をご連絡ください。（保険加
入のため）
問合せ先：大熊町社会福祉協議会 会津連絡所 ＴＥＬ ０１２０－２９－５７６０

探し物にご協力ください
震災当時（約 6 年前）
、会津若松市内の支援物資配布所で「ガラスケースに入った藤娘」の日本人
形を２体いただいた方を探しております。提供していただいた方より「思い入れのある日本人形で、
手違いで渡してしまい申し訳ありませんが返して欲しい」という依頼がありました。心当たりのある
方は、大熊町社会福祉協議会までご連絡ください。

問合せ先：大熊町社会福祉協議会

会津連絡所
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TEL０１２０－２９－５７６０

つながっぺ！日帰り交流会「秋保温泉・ほっこりの旅」お知らせ
寒さの中にも春の足音が聞こえてきます。皆さんで、温泉や食事を楽しみながら交流をしましょう。
ともに観光等を楽しむことを通じて、自立した生活を送るための町民同士の主体的なつながりや助け
合いの支援を目的に交流会を開催いたします。多数の参加をお待ちしております。
日 時：３月２３日（木）
集 合：【相馬コース】
① 原町区福祉会館
集合 ９：００／解散 １７：００
② 相馬市総合福祉センターはまなす
集合 ９：４５／解散 １６：１５
【県南コース】
③ 白河市城山公園駐車場
集合 ８：１５／解散 １７：３０
④ 須賀川アリーナ
集合 ８：４５／解散 １７：００
【県中コース】
⑤ 郡山駅西口
集合 ８:３０ ／解散 １６:４５
⑥ 大熊町役場中通り
集合 ９:００ ／解散 １７:１５
【県北コース】
⑦ 福島駅西口
集合 ９:３０ ／解散 １６:３０
対 象：すべての大熊町民（集合場所にお集まりいただくことのできる方）
定 員：相馬コース４０名・県南コース２０名・県中コース４０名・県北コース２０名
参加費：2,500 円（昼食・入浴代等含む）※当日バスの中で集金します。
日 程：１１：００～１１：５０ アグリエの森（買い物・自由行動）
１２：００～１５：００ 秋保温泉「ホテル華乃湯」（食事・入浴等）
準備物：必要と思われるものは各自ご用意ください。＊タオルは貸出し有り。
申 込：２月２０日（月）～３月１５日（水） 受付時間
９：００～１６：００
・保険加入の為、氏名、性別、生年月日、現住所、携帯電話番号、集合場所を下記問合せ先
までお電話にてお知らせください。
（ファックス、来所も可）
問合せ先：大熊町社会福祉協議会 いわき連絡所 TEL 0246-38-8939 FAX 0246-38-8921

中通り連絡所
相馬事業所

TEL 024-954-5733
TEL 0244-32-0758 FAX 0244-32-0759

老人クラブ団体傷害保険『熟年生活安心保険』の受付
老人クラブ会員を対象とした保険ですが、会員の配偶者及び同居の親族であれば非会員でも加入で
きます。この度、保障内容も改定されております。日常生活におけるさまざまなケガを保障（詳しくは
加入パンフレット）しておりますので、保険に加入ご希望の方はお申込み下さい。
主な保険料と補償額（他補償内容は加入パンフレットにて）
保険料
Ａコース
Ｂコース
（一時払・１名・年間）
１０，０００円
８，０００円
補償内容
ケガにより死亡した場合
ケガによる入院の場合

２４時間補償
１９４万３千円
３，０００円／日額
（３０日限度）

Ｃコース
５，０００円

２４時間補償

２４時間補償

１５５万３千円

１２６万３千円

２，４００円／日額
（３０日限度）

１，５００円／日額
（３０日限度）

改定部分
地震・噴火またはこれらによ
お支払いの対象
お支払いの対象
お支払いの対象
る 津 波 によ りケ ガ をした 場
○
○
×
合。
（天災危険補償特約）
申込方法
３月１３日（月）まで、はがき（又は封書）にて「氏名」
「年齢」
「現住所」
「加入コース」をご記入
の上、下記事務所へ郵送願います。申込頂いた方より、順次パンフレット及び入金方法をお知らせいた
します。また、各事務所にて加入パンフレット、入金先を用意いたしますので、あわせてご案内いたし
ます。

問合せ先 大熊町老人クラブ連合会

〒963－8035 郡山市希望が丘 11-10 ℡ 024－954－5733
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サロン開催のお知らせ
○つながっぺおおくま
いわきお散歩サロン
日時：２月２２日（水）１０：００
場所：いわき駅前 映画館ポレポレ前 集合
内容：映画鑑賞とランチをご一緒に
第 7 回ポレポレ映画祭 2007「自分へのメ
ッセージ～みんな違ってみんないい～海よ
りもまだ深く」（117 分）を鑑賞予定
＊映画館入場料、ランチ代は自己負担です。

心配ごと相談所のお知らせ
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、以下の申込先に２月２１日（火）までにご連絡ください。
日 程：２月２３日（木） １０：００～１２：００
会 場：大熊町役場いわき出張所内
相談員：佐藤京子、坂上信行
申込先：大熊町社会福祉協議会いわき出張所 TEL ０２４６－３８－８９３８（担当：宮本）

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

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

ホームページ：http://okuma-shakyo.or.jp/
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