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９月６日（木）なかどおりサロンⅰｎ希望ヶ丘では、二本松萬古焼「井上窯」の井上善
夫先生を講師に迎え、陶芸教室を開催し２８名が参加しました。
先生から萬古焼の歴史について説明をいただいた後、
「心」と「力」をこめて思い思いの
器を作り上げました。作品が手元に届くまで楽しみにお待ちくださいね！！
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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

自然を満喫！
９月７日（金）町民５８名でつながっぺ！日帰り交流会 in 茨城を開催しました。
茨城県植物園では、熱帯植物館の珍しい植物を見る事ができ、きのこ博士館ではきのこの
不思議を学ぶことができました。木内酒造では、日本酒やビールの製造をしており、中でも
世界の名だたるビールコンテストで受賞した常陸野ネストビールについての話を聞きまし
た。
町民の方からは、「今日は楽しかった。」「久しぶりに皆に会えてよかった。」との声もあり
ました。当日は、天気にも恵まれ汗が流れるくらいの暑さでしたが町民同士楽しく交流を深
めることができました。

酒造りは奥深いです

緑に癒されました

赤い羽根共同募金運動にご協力お願いいたします
１０月１日から、全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」がはじまりました。
皆さまからお寄せいただいた善意の寄付は、県内の社会福祉施設などが行う地域活動、ボ
ランティアグループの支援活動、災害被災者支援などに活用されています。
大熊町共同募金委員会では、全町避難により従前のような募金活動が困難な状況にあるた
め、以下のとおり募金箱の設置を行っております。また、ご協力の実績による配分金につい
ては、町民同士のつながり維持を目的とする交流会事業等の情報提供のため、本広報紙の作
成費用として活用させて頂いております。みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
【運動期間】：１０月１日～１２月３１日まで
【設置場所】：・大熊町役場の各出張所、連絡所（会津若松、郡山、いわき）
・大熊町社会福祉協議会各事務所（いわき、会津若松、郡山、南相馬）
・１１月１０日（土）開催のふるさとまつり社会福祉協議会ブース（予定）
※２，００１円以上の寄付を行う個人、および法人格を有する法人については、税制上の優
遇措置を受けられる免税用領収書の発行対象となります。ご希望の場合、下の問い合わせ
先までご連絡ください。
【問合せ先】：大熊町社会福祉協議会いわき出張所
０２４６-３８-８９３８

②

老人クラブ女性部活躍「友愛訪問」実施

９月１０日（月）いわき地区において、女性
部で１４世帯のお宅を訪問させて頂きました。
懐かしい話や近況の話題で盛り上がり、あっ
と言う間の時間を過ごすことが出来ました。
「も
っとゆっくり話をしたかった。」との声も頂き、
女性部の活動を今後も継続していければと感じ
ました。
１０月は会津地区、１１月は中通り地区を訪
問する予定となっておりますので、会員の皆様
のご協力をお願いいたします。
元気をいっぱいもらいました

北海道胆振東部地震災害義援金の受付について
この度、北海道胆振地方中東部を震源とする地震により、甚大な被害が発生しております。
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。
【受付期間】：平成３１年３月３１日（日）まで
【受付方法】①郵便振替口座
口座番号：００１３０－１－６７３５９１
加入者名：日赤平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金
②銀行振込
振込口座：東邦銀行 南福島支店（普）６１２５７９
口座名義：日本赤十字社福島県支部 支部長 内堀雅雄
③社会福祉協議会窓口での受付
【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・郵便局窓口での取扱いの場
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 ℡ ０２４－５４５－７９９８
大熊町社会福祉協議会いわき出張所 ℡ ０２４６－３８－８９３８
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：１０月９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

日時：１０月２５日（木）
１０：００～１１：３０
場所：年貢町団地集会所

会津若松市日新町８－２８
内容：健康講話＆ちょっと体を動かしましょ
う♪

会津若松市門田町年貢町字大道東 444-1
内容：健康講話＆ちょっと体を動かしましょ
う♪

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
つながっぺもえぎ台サロン

○つながっぺおおくま
つながっぺ鹿島サロン

日時：１０月２３日（火）
９：３０～１１：３０
場所：もえぎ台集会所
いわき市もえぎ台 1 丁目 38
内容：保健師さんによる軽運動
茶話会など

日時：１０月９日（火）
９：３０～１１：３０
場所：鹿島公民館
いわき市鹿島町走熊字鬼越 83-1
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：１０月１５日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

日時：１０月１０日、２４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 ： ク ッ キ ン グ（ 鮭 を 使 っ た 料 理 ）
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
○二本松市社協「こっ茶こっせ」

○茶話カフェ Rococo～ろここ～

日時：１０月３１日（水）集合８:２０
場所：二本松福祉センター
二本松市亀谷１丁目５−１
内容：パークゴルフを楽しもう。
（福島市パークゴルフ場）
参加費：500 円（昼食代込み）
※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：１０月２日（火）１０:００～１６:３０
３日、１７日（水）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：作品展示会（２日）芸能発表会（３日）
茶話会＆軽体操（17 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：１０月６日、２０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
合せ先：大熊町社会福祉協議会中通り連絡所
TEL ０２４－９５４－５７３３

日時：１０月２３日（火）
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：カレーパーティー
※詳細は下記社会福祉協議会まで
参加費：3００円（事前申込）
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

○ホっとサロン「てとて」

日時：１０月２１日（日）
内容：裏磐梯『紅葉狩り』予定
※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

日時：１０月２４日（水）９:３０開場
場所：ウエディング エルティ
福島市野田町１丁目１０－４１
℡024-535-6188
内容：音楽療法（近藤 美智子）
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

○気軽に集まっぺ「もみの木」

日時：１０月２６日（金）
１０:００出発 １５:３０帰路
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：霊山こどもの村いも煮会＆入浴
参加費：1,500 円（申込１０月５日まで）
※詳細は下記社会福祉協議会まで
問合せ先：伊達市社会福祉協議会
TEL 024-576-4050

日時：１０月１３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：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)

⑤

１１月“なかどおりサロンⅰｎ希望ヶ丘”お知らせ
第１回目「なかどおりお出かけサロン」
日
場
内

時：１１月８日（木） 大熊町役場中通り ９：１５ バス出発
所：福島市「四季の里」
容：工芸館「ガラス絵付彫体験」10：30～11：30
ア サ ヒ ビ ー ル 園 四 季 の 里 店 「 昼 食 ／ 自 由 散 策 」 12 ： 00 ～ 14 ： 00
参加費：１，０００円（昼食代の一部）
定 員：３５名（定員になり次第、締め切らせていただきます）
申 込：１０月３日（水）～１０月３０日（火）
問合せ先

第２回目「フラワーアレンジメント教室」

大熊町社会福祉協議会
中通り連絡所

日 時：１１月１５日（木）１０：００～１１：４５
０２４‐９５４－５７３３
場 所：大熊町役場中通り 第１・２会議室
内 容：フラワーアレンジメント
参加費：５００円（材料費の一部）
定 員：３０名（定員になり次第、締め切らせていただきます）
申 込：１０月３日（水）～１０月３０日（火）

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

