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８月４日（土）第２１回ふくしまボランティアフェスティバルが福島市のパルセいいざか
で開催され、大熊町ボランティア連絡協議会が長期にわたりボランティア活動を行ってきた
ことに対し、福島県社会福祉協議会長より感謝の意を込めて表彰されました。
当会は、避難をして活動困難な中「何かできる事はないか。」と試行錯誤しながら、自分た
ちができることを見つけ活動してきました。その中でも抗がん剤や脳外科手術による髪の悩
み、ストレスなどを和らげるタオル帽子の作成は、週に 1 回集まり会員同士の情報交換を行
いながら現在に至るまで活動しており、今後も会津の地で継続していきたいと考えておりま
す。
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つながっぺ！合同日帰り交流会 開催のお知らせ
多くの町民の皆さんで交流しませんか？今回は母畑温泉「八幡屋」でゆっくりのんびりし
ながら、つながっぺ！！
日
時：１０月１７日（水）
場
所：母畑温泉「八幡屋」（福島県石川郡）
対 象 者：大熊町民１5０名（いわき９０名、相馬１０名、中通り 4０名、会津１０名）
日
程：１１：００
開会
１１：２０～ 健康でつながっぺ（保健師による講話）
１２：００～ 昼食会、交流室にて歓談、入浴、自由散策、カラオケ等
１４：３０～ お楽しみ抽選会、終わり次第閉会
１５：３０
帰路
参 加 費：2，0００円 （昼食代として）＊当日集金します。
集合解散場所：①四倉駅
８：１５集合／１７：２０解散予定
②泉駅ロータリー
③いわき駅
④好間中央公園
⑤相馬市社協
⑥南相馬市社協

９：１０集合／１６：２０解散予定
９：００集合／１６：３０解散予定
９：２０集合／１６：１５解散予定
７：４５集合／１７：４０解散予定
８：１５集合／１７：１０解散予定

⑦白河市城山公園駐車場
９：３０集合／１６：３０解散予定
⑧郡山駅西口バスプール
９：００集合／１７：００解散予定
⑨大熊町役場中通り連絡事務所
９：３０集合／１６：３０解散予定
⑩福島駅西口バスプール
８：５０集合／１７：００解散予定
⑪須賀川アリーナ
１０：００集合／１６：００解散予定
⑫会津若松駅
８：３０集合／１７：００解散予定
用
意：・参加費の他、必要と思われるものをご用意ください。
＊入浴用のフェイスタオルは用意があります。
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

申

の方全員にお電話にて参加の可否の連絡をいたします。
・各方部参加者 5 名未満の受付の場合は社協公用車となる場合がございます。ご
了承願います。
込：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。
受付期間：9 月 6 日(木)～10 月 5 日(金)
（期間中の平日９時～１６時の間に受付けております）

申込先：いわき連絡所 TEL ０２４６-３８-８９３９／同８９２０
相馬事業所
TEL ０２４４-３２-０７５８
中通り連絡所
会津連絡所

TEL
TEL

０２４-９５４-５７３３
０２４２-２９-５７６０
②

藍染め体験のお知らせ
今年度、
「藍染め体験」を大熊町健康介護課と大熊町社協相馬事業所と共同で開催すること
になりました！
皆さんで楽しく、素敵な染物を一緒に作りましょう。男性の参加も大歓迎です！！
日

時：９月２５日（火）

１０：００～１２：００
＊受付９：４５～
場
所：原町生涯学習センター「サンライフ南相馬」調理室
南相馬市原町区
TEL024-542-4184
対 象 者：大熊町民１５名（先着順）
参 加 費：５００円
内
容：藍染め体験（オリジナルのれん作成）
講師：藍染サークル
用
意：エプロン、ビニールの手袋、飲み物等
申
込：９月３日（月）～９月１４日（金）
問合わせ先：大熊町社会福祉協議会 相馬事業所

ＴＥＬ ０２４４-３２-０７５8
ＦＡＸ ０２４４-３２-０７５９

会津発 ～お座トロ展望列車に乗っておでかけしませんか～
秋を見つけに下郷町へでかけませんか。自然がつくりだした見事な景観と江戸時代へ
タイムスリップを楽しんできましょう。みなさんの参加をお待ちしております。
日

時：１０月１９日（金）

場

所：下郷町 塔のへつり・大内宿散策
（会津鉄道お座トロ展望列車・レトロバス猿游号
でおでかけします。）
対 象 者：大熊町民１0 名
参 加 費：無料 但し、昼食代等自己負担。（乗車券代は社協負担）
集合解散：会津若松駅 ９：００集合・１５：３０頃解散予定
用
意：湯野上温泉で足湯に入る場合はタオルをご持参ください。
（湯野上温泉駅で２０分程度時間があります。）
申

込：９月６日（木）～９月１３日（木）

傷害保険加入のため氏名、性別、生年月日、現住所、連絡先を
下記申込み先までご連絡ください。
問合わせ先：大熊町社会福祉協議会 会津連絡所 TEL ０２４２－２９－５７６０
③

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：９月１１日（火）
１４：００～１５：３０

日時：９月２０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：絵手紙
＊老眼鏡が必要と思われる方はご用意
ください

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：絵手紙
＊老眼鏡が必要と思われる方はご用意
ください

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
つながっぺ草野サロン
日時：９月５日（水）
９：３０～１１：３０
場所：草野公民館
いわき市平泉崎字向原 28-1
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：９月１０日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

日時：９月１２、２６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：藍染、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

④

中通り地区サロン
○茶話カフェ Rococo～ろここ～
日時：９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＆小物作り（５日）
健康チェック～元気に過ごそう～（１９日）

問合せ先：郡山市社会福祉協議会
TEL ０２４－９５３－８３３７

○二本松市社協「こっ茶こっせ」

○気軽に集まっぺ「もみの木」
日時：９月８日（土）
場所：白河市立図書館
白河市道場小路 96－5
内容：お茶会、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

日時：９月１９日（水）集合 7：50
場所：二本松福祉センター
二本松市亀谷１丁目５−１
内容：秋のバス旅行「ぶどう狩り」
参加費：2,0００円（昼食代込）
※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

○大玉村社協サロン
日時：９月２１日（金）
１０：００～１２：００
場所：大玉村農村改善センター
大玉村玉井字西庵１８３
内容：ニュースポーツ大会
詳細は下記社会福祉協議会まで
参加費：2００円
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３－６８－２１００

日時：９月１５日（第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：９月２６日（水）１０時開場
場所：福島市音楽堂小ホール
内容：音楽の力：仙台チェンバー・ウインズ
問合せ先：福島市社会福祉協議会
TEL ０２４－５３３－８８８１

⑤

コールセンターのお知らせ
最近では避難先での生活が安定してきたことから、訪問という形だけでない見守り活動の
一環として、コールセンターを開設しております。生活状況の変化など心配な事、相談した
い事、些細な事でもいつでもご対応しますのでお気軽にご相談ください。
なお、会津連絡所で使用していたフリーダイヤル番号をいわき連絡所に移転いたしました
ことを申し添えします。
コールセンター ０１２０－２９－５７６０
受付時間
平日９：００～１６：００
開設場所
大熊町社会福祉協議会いわき連絡所

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：９月２７日（木） １１：００～１２：００、１３：００～１４：００
場 所：大熊町役場会津若松出張所内
申 込：9 月 25 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：〒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

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

◎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
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
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/

⑥

