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６月４日（月）から６日（水）民生児童委員協議会視察研修として栃木おおくまの会と
新潟県長岡市越路民生児童委員との交流会を行いました。
栃木おおくまの会との交流会では県外に避難された時の状況や現在の話を聴きました。
また、越路民生児童委員とは中越地震から現在の避難者支援の取り組み、その後の活動な
どについて意見交換を行いました。
今回の視察研修で学んだことを今後の支援活動に生かして行きます。
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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

平成２９年度事業報告
（平成 2９年 4 月 1 日から平成３０年 3 月 31 日まで）
（１）福祉基金の増強
項 目
件数（件）
一 般 寄 付 金
５
御
遺
志
金
３０
合 計
３５

金額（円）
１０８，０００
８４０，０００
９４８，０００

（２）生活支援相談員活動事業
避難者人数
世帯数
地 区
3 月 31 日 3 月 31 日
いわき、相馬
4,526
1,684
中通り
1,432
645
会 津
860
374
合 計
6,818
2,703

面会者数

不在者数

4,202
1,483
1,873
7,558

（３）配食サービス事業
地 区
利用者数（人）
いわき
９
会 津
１９
合 計
２８

配達延べ数（個）
１，１１３
１，７１３
２，８２６

（４）地域交流サロン事業
地 区
開催地区
いわき
１９か所
中通り
１か所
会 津
３か所
合 計
２３か所

開催数（回）
２６
１６
３５
７７

（５）外出支援サービス事業
地 区
登録者数（人）
いわき
２
会 津
９
合 計
１１

利用延べ数（人）
２０
６０
８０

4,741
992
1,232
6,965

日帰り交流会

７

参加延べ
人数
３０１

町民交流会

５

２８８

その他

２

６６

１４

６５５

合計

回

数

いわき５回、合同２回
いわき２回、相馬１回、中通り２回
いわき踊り、会津街中散策
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8,943
2,475
3,105
14,523

参加者数（人）
１６７
４７１
２２５
８６３

（６）避難者支援事業
内 容

全訪問件数

平成２９年度決算報告
収入合計

２０５，６２１，５９９円
寄附金収入, 948,000

受託金収入,

利用料収入, 565,200

146,960,652

負担金収入, 1,117,448
その他, 16,059,479
その他の収入, 3,754,602

前期末支払資金残高,
9,674,229

補助金収入,
42,601,468

支出合計

１９９，３０８，３０６円
高齢者等サポート拠点,
28,681,217

避難者支援, 6,242,057

在宅福祉サービス, 6,000

生活支援相談,
128,854,813

その他, 7,403,758

ボランティア, 286,861

共同募金, 154,468
心配ごと相談, 334,372
生活援助資金貸付, 380,000

法人運営34,368,518

南相馬サロン～楽しく小物作り～

もくもくと作業に集中

完成！一つしかないオリジナルバスケット

6 月 4 日（月）相馬事業所会議室にてクラフトテープを使ったバスケット作りを行い、7
名の方が参加してくださいました。
好みの色で個性が出ていて、とてもいい作品作りが出来ました。苦戦した部分もありまし
たが出来た時の皆さんの表情は笑顔でした。
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『つながり』を大切に
６月１１日（月）から１２日（火）１泊２日の日程で、老人クラブ連合会では第２回目と
なる交流会を東山温泉東山グランドホテルにて開催し、総勢８4 名が参加して盛大に行なわ
れました。
町長を始め社会福祉協議会長の参加もあり、久々に再会した懐かしい顔ぶれに会話も弾
み、感極まり涙ぐむ方もいました。２日目の講演会では、「うつくしま素人落語の会」の皆
様による漫談や歌にお腹を抱えて思いっきり笑っていました。
今回も大成功だった交流会、アンケートにも協力頂き誠にありがとうございました。来年
も皆様の声を参考に事業を展開していきたいと考えております。

お腹を抱えて大笑い

なつかしい顔ぶれに乾杯

元気づくり「ニュースポーツ大会」のお知らせ
大熊町老人クラブ連合会では浜・中・会津３地区においてニュースポーツ大会を開催する
ことになりました。各地区の代表を集め本選も開催いたしますので、ぜひ多数の参加をお待
ちしております。
日
場
内

時：８月３日（金）１０：００～１４：００
所：大熊町役場中通り連絡所 第１．２会議室
容：団体戦（カローリング、囲碁ボール）
個人戦（クロリティ、スカットボール）

対象者：中通り地区にお住まいの会員（当日の入会も受付けます）
団体戦（３人１チーム）個人戦あり
参加費：５００円（昼食代） ＊当日集金いたします。
準備物：タオル、動きやすい服装、必要と思われるもの
申 込：７月５日（木）～７月２６日（木） ９：００～１６：００
・保険加入の為、住所、氏名、年齢、単位クラブ名（又は行政区）、団体戦又は個
人戦、連絡先を下記問合せ先までご連絡下さい。
問合せ先：大熊町社会福祉協議会中通り連絡所
TEL０２４－９５４－５７３３ FAX０２４－９５４－５７３４
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なかどおりサロン in 希望ヶ丘『夏休み縁日』
夏休みの思い出にサロンに参加してみませんか！？
大人の皆さんも童心に帰って、夏のひとときを過ごしましょう！！
日
場
内

時：７月２７日（金）１０：００～１１：４５
所：大熊町役場中通り連絡事務所 第１・２・３会議室／役場駐車場
郡山市希望ヶ丘１１－１０
容：◆自然素材を使った小物作り
１０：３０～１１：３０
(講師：泉 篤さん) ※小物作りは、申込み先着２０名です。
①縁日（金魚、ヨーヨーすくい等） １０：００～１５：００
②体力測定
１０：００～１１：４５

③ちびっ子ミニミニ運動会
１０：００～１１：４５
※①②③は、表記のお好きな時間にお越しください。
参加費：１００円 ＊当日集金いたします。※小物作りは参加費に含まれています。
申 込：７月３日（火）～７月２４日（火） ９：００～１６：００
問合せ先：大熊町社会福祉協議会 中通り連絡所
TEL０２４－９５４－５７３３

FAX０２４－９５４－５７３４

第６回町民交流会・夏祭り 開催のおしらせ
もうすぐ夏がやってきます。皆さんで輪になり盆踊りでつながっぺ！輪投げコーナー、射
的コーナー等大人も子供も楽しめる夏祭りです。皆さんの参加お待ちしています。
日

時：８月２３日（木）１０：００～１５：００
（会場受付開始 9：3０）
場 所：いわき市中央台公民館 講堂（予定）
いわき市中央台飯野四丁目 5-1 TEL0246-28-6800
内 容：スイカ割り、パン食い競争、縁日、盆踊り
対象者：会場まで来られる町民の方々等
参加費：５００円（昼食代） ＊当日集金いたします。
準備物：上履き、タオル、飲み物等その他必要と思われるもの
申 込：７月５日（木）～８月１０日（金） ９：００～１６：００
・保険加入の為、氏名、性別、生年月日、現住所、当日連絡のつく電話番号を下
記問い合わせ先までお知らせください。（ファックス、来所も可）
ボランティア募集中
当日の会場準備、受付、各ゲームコーナーや出店、調理のボランティア、盆踊りの演奏
等を募集しております。一緒にお祭りの盛り上げにご協力いただける方は７月２５日（水）
までお申込みください。
問合せ先：大熊町社会福祉協議会いわき連絡所
TEL０２４６-３８-８９３９／３８-８９２０
FAX０２４６-３８-８９２１
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FAX３８-８９２１

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：７月１０日（火）
１４：００～１５：３０

日時：７月１７日（火）
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：お茶会及びフラワーアレンジメント
＊参加希望の方は７月５日（木）まで
申込みお願いします。

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：お茶会及びフラワーアレンジメント
＊参加希望の方は７月１２日（木）まで
申込みお願いします。

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：７月１０日（火）
９：３０～１１：３０
場所：いわき産業創造館
ラトブ 6 階、会議室 2
いわき市平字田町 120
内容：七夕飾り作成、茶話会等

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：７月２３日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

日時：７月１１，２５日（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：救急救命講座、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

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
○茶話カフェ Rococo～ろここ～

○気軽に集まっぺ「もみの木」

日時：７月４,１８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：健康食について学ぼう（４日）
体操＆茶話会（１８日）
問合せ先：郡山市社会福祉協議会
TEL ０２４－９５３－８３３７

日時：７月１４日（土）
１３：００～１５：００
場所：白河市立図書館
白河市道場小路 96－5
内容：茶会、交流会等
※詳細は下記もみの木代表まで
問合せ先：大熊町社会福祉協議会中通り連絡所
TEL ０２４－９５４－５７３３
（もみの木代表：深代賢治０９０-９５３１-１５９５）

○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：７月７，２１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

○大玉村社協サロン

日時：７月２５日（水）１１：００～
場所：二本松福祉センター
二本松市亀谷１丁目５−１
内容：夏祭り
参加費：５００円（昼食代含む）
※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

○ホっとサロン「てとて」

日時：７月１１日（水）
出発８：３０ 解散１６：００
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：ミステリーバスツアー
※詳細は下記社会福祉協議会まで
参加費：２，０００円
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３－６８－２１００

日時：７月２５日（水）
９：３０～１１：３０
場所：福島市保健福祉センター
内容：味の素料理教室
準備物：エプロン、三角巾、スリッパ
問合せ先：福島市社会福祉協議会
TEL ０２４－５３３－８８８１

○伊達サロン元気が～い
日時：７月１２日（木）１０：００～
場所：伊達市保原中央交流館
伊達市保原町字宮下１１１－４
内容：食事会
※詳細は下記社会福祉協議会まで
参加費：５００円
問合せ先：伊達市社会福祉協議会
TEL ０２４-５７６-４０５０
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本場のエイサーが来る
当地方の盆踊りにあたる沖縄の伝統芸能のひとつ「エイサー」がいわき市好間にて下記のと
おり披露されます。多くの方の来場参観をお待ちいたしております。
披露いただける団体は、大熊町がひまわり交流を実施している沖縄県北中城村喜舎場青年団
一行です。太鼓の音や踊りの勇壮さを見た時、高揚感をともなう感激と魂をこんなにも震わせ
るかと思わせる一糸乱れぬその動きは圧巻です。
一行は８月４日から福島県新地町、翌５日岩手県南三陸町、そして大熊町に慰霊と復興を祈
念して披露されます。ぜひお見逃しなく。
日 時：８月６日（月） １０：４５～
場 所：大熊町役場いわき出張所庁舎敷地内
問合せ先：大熊町社会福祉協議会 いわき出張所
TEL ０２４６－３８－８９３８

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：７月２６日（木） １１：００～１２：００、１３：００～１４：００
所：大熊町役場いわき出張所内
込：７月２４日（火）まで

問合せ先：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

ホームページ：http://okuma-shakyo.or.jp/
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○

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

