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７月９日（月）つながっぺ！おおくま中通り交流会を二本松市にて開催し、５９名の方
が参加しました。
山滴る安達太良山で青空の下、ロープウェイに乗り薬師岳で周遊を楽しみました。参加
者の方々から「これが本当の空なのね。」「山の風が心地良いね。」という声が聞かれ、澄
んだ空気に心も体もリフレッシュ！！その後、自然レストラン空の庭へ移動し、ちょっと
おしゃれなランチを頂きながら、皆さんで交流を楽しんでいました。
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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

初夏の片曽根山ハイキング
7 月 13 日（金）山登りハイキング日帰り交流会を
開催し、12 名の参加者で片曽根山頂を目指して自然を
満喫しました。
初夏とは思えぬ暑さの汗は、船引町総合福祉センタ
ーの湯でさっぱりとし、くつろいで心も体もリフレッ
シュできた 1 日となりました。

涼風にゆれるフラワーアレンジメント

やっぱり自然が一番

会津地区７月のサロン

スウィートワ渡部美羽先生に教えてもらい、ゆらゆら揺れるティーポット形ゲージのアレ
ンジに初挑戦しました。小さなティーポットからあふれるようにプリザーブドローズやアジ
サイ、カーネーションなどでふんだんにアレンジし、個性豊かなかわいい作品が出来ました。

ワイヤーかけに悪戦苦闘

時間を忘れて無我夢中

ボランティア楽しんでいます
<七夕飾り作成>

笹飾りに思いをこめて

今年もいわきの七夕まつりに出展する笹飾り作成
を 4 月よりたくさんのボランティア、つながっぺサ
ロン参加者の手により進めてきました。今年は相馬事
業所会議室でも作成が行われ、綺麗な笹飾りが出来上
がりました。
8 月 6 日（月）～8 月 8 日（水）の期間いわき市
平 4 丁目オノエ―（株）前に展示されます。ぜひ、
足を運び見に来てください。

＜ひまわりの種まき＞

6 月 11 日（月）大熊町大川原地区でひまわりの種まきボラン
ティアを行いました。ひまわりプロジェクト実行委員会の主催で
行われた種まきはプロジェクト会員、農業委員、ボランティア等、
50 名が参加しました。
「きれいに咲くのが楽しみだね」等声もあり、今後すくすくと
育つ、ひまわりを楽しみにしています。
大輪の花がさきますように
2
○

「つながっぺおおくま！日帰り交流会 in 茨城」のお知らせ
今回は、茨城県の植物園で自然を満喫し、老舗の木内酒造見学をしながら皆さんで楽しく
交流しませんか？
日
時：９月７日（金）
場
所：茨城県（植物園、木内酒造見学、昼食・ゆばの里静香庵）
対 象 者：すべての大熊町民（集合場所まで来られる方）
定
員：１００名（いわき地区８０名、相馬地区２０名）
日
程：１０：００～ 茨城県植物園自由散策
１２：００～ 昼食
１３：４５～ 木内酒造見学
１５：３０
帰路
参 加 費：１，５００円 （昼食代として）＊当日集金します。
集合解散場所：①四倉駅
８：００集合出発
②いわき駅
８：００集合出発
③好間中央公園 ８：４０集合出発
④泉駅ロータリー８：３０集合出発
⑤相馬市社協
７：１５集合出発
⑥道の駅南相馬
⑦南相馬市社協

８：００集合出発
８：１５集合出発

１７：１０解散予定
１７：２０解散予定
１６：３０解散予定
１６：４５解散予定
１８：００解散予定
１７：１５解散予定
１７：００解散予定

用

意：雨具、おやつ、タオル、飲み物等その他必要と思われるものは各自ご用意くださ
い。
そ の 他：・申込み多数の場合には、受付期間終了後に抽選を行いますので、後日お申込み
の方全員にお電話にて参加の可否の連絡をいたします。
・相馬定員２０名となっておりますが１０名未満の場合には相馬地区は中止とい
たします。ご了承願います。
申

込：受付期間：８月１０日（金）～８月２７日（月）
期間中の平日９：００～１６：００の間に受付けております
下記の申込先にお電話にてお申込みください。
（ファックス、来所でも受付いたしま
す。）保険加入の為、氏名、性別、生年月日、携帯番号、現住所をお伺いいたします。

申込先：いわき連絡所
相馬事業所

TEL ０２４６－３８－８９３９／同８９２０
FAX ０２４６－３８－８９２１
TEL ０２４４－３２－０７５８
FAX ０２４４－３２－０７５９
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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、臨時職員を下記のとおり
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

２名
１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、相馬事業所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３０年１０月１日から平成３１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、休日出勤の場合は振替休日を指定）

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、有資格者優遇あり）

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３０年８月１日（水）から８月２１日（火）まで履歴書及び小論文「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（当日消印有効）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、９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：酒井
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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国内災害義援金の受付について
全国各地で自然災害が猛威を振るっており、甚大な被害をもたらしております。それによ
り被災された方々を支援するため、日本赤十字社福島県支部では以下のとおり義援金の受付
を行っております。ご理解、ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

【受付方法】①郵便振替口座、②銀行振込、③社会福祉協議会窓口での受付
【受付中の義援金】
１．平成３０年大阪府北部地震災害義援金
［受付期間］平成３０年９月２８日（金）まで
［受付方法］①口座番号：００１２０－５－５８７８６４
加入者名：日赤平成３０年大阪府北部地震災害義援金
②振込口座：東邦銀行 南福島支店（普）６１２６１７
口座名義：日本赤十字社福島県支部 支部長 内堀雅雄
２．平成３０年滋賀県米原市竜巻災害義援金
［受付期間］平成３０年９月２８日（金）まで
［受付方法］①口座番号：００１７０－３－６０３８９１
加入者名：日赤平成３０年米原市竜巻災害義援金
②振込口座：東邦銀行 南福島支店（普）６１２５９５
口座名義：日本赤十字社福島県支部 支部長 内堀雅雄
３．平成３０年７月豪雨災害義援金
［受付期間］平成３０年１２月３１日（月）まで
［受付方法］①口座番号：００１３０－８－６３５２８９
加入者名：日赤平成３０年７月豪雨災害義援金
②振込口座：東邦銀行 南福島支店（普）６１２６３３
口座名義：日本赤十字社福島県支部 支部長 内堀雅雄
【留意事項】
・受付方法①郵便振替口座による寄託について、受領証の発行を希望する場合は、通信欄に
「受領証希望」と明記してください。
・受付方法①郵便振替口座による寄託について、ゆうちょ銀行・郵便局窓口で取扱いの場合、
振込手数料は免除されます。
・受付方法②銀行振込による寄託について、東邦銀行窓口における同行間の送金手数料は無
料です。
・個人からの物品寄託については受付けておりませんのでご了承ください。
【問合せ先】日本赤十字社福島県支部組織振興課

TEL

０２４－５４５－７９９８

大熊町社会福祉協議会いわき出張所

TEL

０２４６－３８－８９３８
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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 ０２４２－２９－５７６０

○つながっぺサロン「げんき」in 日新

○つながっぺサロン「なごみ」in 門田

日時：８月２１日（火）
１４：００～１５：３０

日時：８月２３日（木）
１０：００～１１：３０

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
内容：折り紙を使って壁画作り

場所：年貢町団地集会所
会津若松市門田町年貢町字大道東 444-1
内容：折り紙を使って壁画作り

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 ０２４６－３８－８９２０

○つながっぺおおくま
つながっぺサロン
日時：８月２１日（火）
９：３０～１１：３０
場所：葉山集会所
いわき市葉山 1 丁目 18-11
内容：保健師さんによる軽運動
茶話会など

相馬地区サロン

○かしまに集まっ会

○借り上げ住宅サロン

日時：８月２０日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

日時：８月８、２２日（水）第２･４水曜日
１３：３０～１５：３０
場所：原町区福祉会館

南相馬市鹿島区西町３－２

南相馬市原町区小川町３２２－１

内容：クッキング、お茶会、軽体操、健康
相談など
問合せ先：こころのケアセンターなごみ
TEL ０２４４－２６－９７５３
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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

中通り地区サロン

○気軽に集まっぺ「もみの木」今月はお休みします。
○伊達サロン元気が～い 今月はお休みします。

○二本松市社協「こっ茶こっせ」

○茶話カフェ Rococo～ろここ～

日時：８月２２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：おしゃべり三昧、健康ゲーム
参加費：１００円
※事前予約あり下記社協まで
問合せ先：二本松市社会福祉協議会
TEL０２４３－２３－８２６２

日時：８月１,１５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：アロマ石鹸作り（1 日）
体操＆茶話会（１5 日）
問合せ先：郡山市社会福祉協議会
TEL ０２４－９５３－８３３７

○大玉村社協サロン

○サロンつながっぺおおくま
in こおりやま
日時：８月４，１８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

○ホっとサロン「てとて」

日時：８月２７日（月）
場所：大玉村総合福祉センター『さくら』
大玉村玉井字東三合目１９
内容：塗り箸研ぎ出し体験
※詳細は８月１７まで下記社会福
祉協議会へ
参加費：1，０００円
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３－６８－２１００

○こらんしょ大熊

日時：８月２９日（水）
９：３０～１１：３０
場所：福島市保健福祉センター
福島市森合町１０−１
内容：笹谷保育園児の交流
問合せ先：福島市社会福祉協議会
TEL ０２４－５３３－８８８１

日時：９月２日（日）
内容：「ぶどう狩り」山形市天童
※集合場所、申込等、問合せは下記こらん
しょ大熊代表まで
問合せ先
こらんしょ大熊代表
菅野 充史 TEL 090-7233-1148
泉 百合子 TEL 090-2361-7451

なかどおりサロン「ニュースポーツ大会」を楽しもう！！
暑い夏に、冷房の効いた室内で「ニュースポーツ」を楽しみましょう！！
年齢制限はありません！多数の参加をお待ちしております。
日 時：８月２３日（木）
受付９：３０
１０：００開始～１１:３５終了
場 所：大熊町役場中通り連絡事務所内 第 1・2・3 会議室
内 容：ニュースポーツ大会
参加費：無料
申 込：８月２日（木）～８月２１日（火）
申込先：大熊町社会福祉協議会 中通り連絡所 TEL ０２４-９５４-５７３３
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大野 1 区老人クラブ「万年青会」交流会のお知らせ
万年青会々員の皆様、震災と原発事故のため会の活動が休止しておりましたが、この度下記
日程により交流会を開き、7 年半のブランクを皆様とともに語らいながら楽しい親睦を深めた
いと思いますのでご参加をお待ちしております。
日
場

時
所

会
申

費
込

申込先

：９月２７日（木）～２８日（金） 集合時間 １５：００
：飯坂温泉「摺上亭大鳥」
福島市飯坂町中ノ内 24-3
TEL024-542-4184
：10,000 円（概算）※当日集金
：８月３１日（金）まで
：連絡代務者 阿部淳平

TEL

０８０-６０４１-９００７

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
場
申

時：８月２３日（木） １１：００～１２：００、１３：００～１４：００
所：大熊町役場中通り連絡事務所内
込：8 月 21 日（火）まで

申込先：大熊町社会福祉協議会

いわき出張所

TEL ０２４６－３８－８９３８

大熊町社会福祉協議会

連絡先

◎コールセンター

◎会津連絡所

住

住

電

所：〒９７０－１１４４
いわき市好間工業団地１－４３
話：０１２０-２９-５７６０

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

◎いわき出張所
住

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

◎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

◎いわき連絡所
生活支援相談員

◎相馬事業所

電 話：０２４６-３８-８９２０
サポート拠点
電 話：０２４６-３８-８９３９

住

所：〒９７５－００３２
南相馬市原町区桜井町２丁目３８０－１
事務局／生活支援相談員
電 話：０２４４-３２-０７５８
ＦＡＸ：０２４４-３２-０７５９

ホームページ：http://okuma-shakyo.or.jp/
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