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１２月６日（木）なかどおりサロン in 希望ヶ丘では、「クリスマス会」を開催し、３０名
の参加がありました。
定番のビンゴやマルバツクイズ、チーム対抗では伝言ゲームとジェスチャーゲームで熱戦
を繰り広げました。また、避難先各社協の余興では“歌・踊り・笑い”と賑やかに、そして
武扇会の踊りをうっとりと鑑賞しました。
１月１０日（木）のサロンでは初笑いをしましょう！皆さんの参加をお待ちしております！
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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

町民の皆様へ

つちのと い

平成３１年 己 亥の年に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し
上げます。
東日本大震災及び原子力発電所の事故により、故郷大熊町を後
にして７年９か月が過ぎました。
社会福祉協議会といたしまして、避難生活が長引く中で、大熊
町の復興・再生に向けた計画の取り組みと協働しながら、町民の
皆様の生活支援に取り組んでおります。
避難生活が長期化していることによって、支援のあり方につい
て再考する時期と捉え、昨年度よりこれまでの全戸訪問から仮
設・借り上げ・復興公営住宅入居者、介護保険等の制度利用者等

の「気になる世帯」を重点に訪問し、孤立・孤独防止に努めると
ともに、昨年 4 月開設の電話による相談窓口「生活支援コールセ
ンター」の運営に努め、迅速な対応にも引き続き努めて参ります。
町は今年５月以降に、大川原地区の復興拠点整備計画区域内に役場庁舎を開庁、また、公営
住宅への入居予定等に併せ避難指示区域の一部解除の運びとなります。
それに伴い、帰還した町民が安心して楽しく暮らせる事業が提供できるよう進めるととも
に、避難先において自立されている方、今後どうすべきか決めかねている方など多くの方に対
し、やれるところから一つひとつ進め、多くの町民が元気で「つながって」戻れる日に向かい、
役職員一丸となって活動をして参りますので、今年も旧に倍してのご指導、ご協力を賜ります
会長 渡部正勝

ようお願いを申し上げ、新年のご挨拶といたします。
町民の皆様にとって、本年も日々満ち足りた生活を送れるよう健康には十分ご自愛を賜りた
いと存じます。

まちの花屋さんが教える「フラワーアレンジメント」
11 月 20 日（火）相馬事業所会議室でつながっぺおおくま南相馬サロンを参加者１０名で
行いました。
原町区にある生花店「花のモロイ」から講師を招き、クリスマスシーズンに合う素敵なアレ
ンジメントをつくりました。同じ花材をそれぞれ思うままにアレンジし、個性あふれる作品が
出来上がりました。参加した皆さんは「大熊でも季節に応じたアレンジメント教室をやってい
た、思い出すわ」と懐かしい話に華を咲かせながら、フラワーアレンジを楽しんでいました。
作品を愛でる笑顔が素敵でした。

アレンジどうしようかしら？

アドバイスで素敵な仕上がりに！！
②

楽しい寸劇で「認知症について」学びました！
12 月 10 日（月）南相馬市福祉会館で、
相馬地区町民交流会を行いました。
健康介護課による「認知症サポーター養成
講座」では、寸劇で楽しく認知症についての
理解と認知症者への対応等を学ぶことがで
きました。
午後に行った脳トレでは、「難しい。なる
ほどね。」等、笑顔の中でも集中して考える
ことにより脳を活性化することができたよ
うでした。
左右違うって・・・・むずかしい（笑）

子供達とのふれあい餅つき
12 月 13 日（木）いわき市
平第１幼稚園の子供達と老人
クラブ会員８名で、餅つきを通
したふれあい交流を行いまし
た。
杵と臼でついた真っ白な餅
みんなで「よいしょ～」

を食べた子供達からは「いつも
より、美味しい。おかわり!」と、
たくさんの笑顔があふれた交

こねこね～こねこね～

流となりました。

２月 なかどおりサロンⅰｎ希望ヶ丘
日 時：２月７日（木）１０：００～１１：４５
場 所：大熊町役場中通り連絡事務所内 第１・２会議室
内 容：ＡＧＦによる「コーヒー教室」
参加費：無料
定 員：４０名
申 込：１月７日（月）～１月３１日（木）
申込先：大熊町社会福祉協議会 中通り連絡所
ＴＥＬ０２４‐９５４－５７３３

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：１月８日（火）
１４：００～１５：３０

日時：１月１７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：お茶会及びゲーム

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：お茶会及びゲーム

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：１月９日（水）
９：３０～１１：３０
場所：草野公民館（和室）
いわき市平泉崎字向原 28
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：１月２１日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

日時：１月９日、２３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

内容：団子刺し厄除け作り、もち料理、
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

南相馬市原町区小川町３２２－１

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～

○二本松市社協「こっ茶こっせ」

日時：１月１６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：茶話会・着物ｄｅろここ
問合せ先：郡山市社会福祉協議会
TEL ０２４-９５３-８３３７

日時：１月２３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：新年会
参加費：500 円（昼食代込み）
※事前申込必要下記社協まで
問合せ先：二本松市社会福祉協議会
TEL０２４３-２３-８２６２

○サロンつながっぺおおくま
in こおりやま
日時：１月５日、１９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：１月１７日（木）
１０：００～１２：３０
場所：農村改善センター
福島県安達郡大玉村玉井字西庵
１８３

内容：新年会
※詳細は下記社会福祉協議会まで
参加費：1,000 円（申込１月１０日まで）
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、場所、内容については、下記こらん
しょ大熊代表まで問合せください
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

○気軽に集まっぺ「もみの木」

○ホっとサロン「てとて」
日時：１月２３日（水）９:３０開場
場所：福島市保健センター５階 大会議室
福島市森合町 10-1
内容：新春落語
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

１月は、お休みします

日時：１月１７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：新年会
参加費：500 円（申込１月 10 日まで）
※詳細は下記社会福祉協議会まで
問合せ先：伊達市社福祉協議会
TEL 024-576-4050

⑤

心配ごと相談所開催のお知らせ

コールセンターのお知らせ

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。

訪問という形だけではない見守り活動
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、お気軽にご相談くだ
さい。

コールセンター
０１２０－２９－５７６０
日

時：１月２４日（木）

１１：００～１２：００
１３：００～１４：００
場 所：大熊町役場いわき出張所内
申 込：1 月 22 日（火）まで
問合先：大熊町社会福祉協議会
いわき出張所
TEL ０２４６－３８－８９３８

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

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

