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10 月 17 日（水）町民１5０名が石川町の母畑温泉「八幡屋」に集い“つながっぺ！お
おくま日帰り合同交流会”を開催しました。
健康介護課の職員による「認知症講話」では、時には笑いを交えたお話と、頭と体を使
ったコミュニケーションを楽しむことが出来ました。参加者からは「たくさんお喋りする
時間があってとても良かった。」
「ゆっくりできて良かった。」と再会を喜びあい、いつまで
も話と笑顔の尽きない交流会でした。
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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

老人クラブ

活動報告

＜園児と楽しく交流しました＞
９月２６日（水）福島県老人クラブ主
催の避難先の子どもと避難区域の高齢
者との交流事業の一環として、単位クラ
ブ会長２名が参加し、久之浜こども園の
年少さん２３名と広野町の二つ沼公園
の遊具で一緒に遊びました。
園児たちも始めは緊張していました
が徐々に慣れ、手をつないだりと微笑ま
しい様子が見られました。

高得点を狙って よいしょっ！！

＜ニュースポーツで元気な体作り＞
９月２７日（木）大熊町役場いわき出
張所コミュニティホールにてニュース
ポーツ大会を開催しました。
当日はあいにくの雨で、グラウンドゴ
ルフは中止となりましたが、総勢４３名
がクロリティや囲碁ボールに挑戦し、程
よい汗をかきながら、白熱した大会とな
りました。
元気いっぱい！笑顔もいっぱい！

いわきでサロン開催中♪
８月２１日（火）つながっぺ！葉山サ
ロンでは、役場包括センターによる（シ
ナプソロジー）を行いました。お手玉や
ボール、カラフルな棒を使いながら手足
の運動を交えて脳の活性化ができまし
た。参加者より「体を動かせてよかった。」
「楽しく過ごせたね。」と、次回のサロン
を楽しみにする様子でした。

②

たくさんの笑顔に出会えたよ

会津連絡所では、大熊町民生児童委員と生活支援相談員で１０月３日（水）から５
日（金）に会津若松市内をはじめとし、喜多方市及び会津美里町、会津坂下町で生活
されている方々のお宅へ訪問しました。
突然の訪問に「久しぶりに会えてうれしいよ」という声も聞かれ、
「大熊町が懐かし
いね」と昔話に花が咲き、話と笑いがたえない時間となりました。
毎年１回の同行訪問とあって、民生児童委員が来るのを心待ちにしてくださる方が
多くおり、とても充実した３日間となりました。

好間復興住宅北好間団地自治会からのお知らせ［集会所でのイベント予定］
日
内
申

時：１１月１７日（土）１０:００～15:００
容：芋煮会他、浪江町田植おどり（浪江町子ども会）＆シンガーソングライター
門馬よし彦コンサート（浪江出身）
込：１１月１０日（土）まで

日 時：１１月２４日（土）9:3０～来場開始 10：00～上映開始
内 容：映画「それぞれのヒーローたち」上映会
＊申込は必要ありませんので、当日会場までお越しください。
すべて無料です。
詳細は 問合せ先 ま
日 時：１２月１５日（土）１０:００～１５:００
でお願いします。
内 容：クリスマス会＆忘年会（石野ゆう子ミニコンサート）
申 込：１２月８日（土）まで
【問合せ先】

いわき市好間町北好間団地

自治会長・永島守
集会所代表管理・松本育子
TEL：080-1839-0209（9：00～17：00）
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：１１月１３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：１１月１５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：クリスマス飾りを作ろう

会津若松市門田町年貢町字大道東 444-1
内容：クリスマス飾りを作ろう

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
つながっぺ平サロン
日時：１１月６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 番地
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：１１月１５日（木）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

日時：１１月１４日、２８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：コケ玉作り、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：１１月２１日（水）集合９:３０
場所：安達公民館（勤労青少年ホーム、就
業 改 善 セ ン タ ー ）
二本松市油井字濡石３－１
内容：新そば祭り「そば打ち体験」
参加費：500 円（昼食代込み）
※事前申込あり下記社協まで
問合せ先：二本松市社会福祉協議会
TEL０２４３－２３－８２６２

日時：１１月７日、２１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：脳トレ（７日）
映画を見よう（２１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：１１月３日、１７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：１１月２７日（火）
１０：００～１２：００
場所：総合福祉センターさくら
福島県安達郡大玉村玉井字東三合目１９

内容：張り子の絵付け
※詳細は下記社会福祉協議会まで
参加費：6００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：１２月予定
内容：忘年会予定
※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：１１月２８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：曹洞宗青年部 行茶
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」

１１月はお休みです

日時：１１月予定
１３：００～１５:００
場所：白河市立図書館
白河市道場小路 96－5
内容：旅行の予定
※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

第７回町民交流会「芸能発表会」のお知らせ
前号（１０月１５日号 Vol.175）でお知らせしました第７回町民交流会「芸能発表会」開
催が近づいてきました。観賞、出演参加申込をまだまだ受付けております。お電話お待ちして
おります。＊詳細については前号をご覧ください。
日 時：１１月２８日（水）１０：００～１３：４５（予定）会場受付開始９:３０～
場 所：いわき市好間公民館 講堂
申 込：１１月 15 日（木）出演希望の方は１１月８日（木）まで
問合先：大熊町社会福祉協議会 いわき連絡所
TEL ０２４６－３８－８９３９／３８－８９２０ FAX ３８－８９２１

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：１１月２２日（木） １１：００～１２：００、１３：００～１４：００
場 所：大熊町役場中通り連絡事務所内
申 込：1１月２０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

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

