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11 月 10 日（土）いわき市好間工業団地内においてふるさとまつりが開催され、大熊町
社会福祉協議会でもブースを設けてＰＲ活動等を行いました。
当日は多くの方が来場され、生活支援相談事業等に関するアンケートや共同募金運動にご
協力をいただきました。
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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

秋空の“四季の里”を満喫！！！
11 月 8 日（木）なかどおりサロンは福島
市「四季の里」へお出かけし、澄んだ空気と
色づいた紅葉が参加者 36 名の皆さんを出
迎えてくれました。
工芸館では、ガラスの絵付彫を体験！！リ
ューターという道具で彫りを入れ、ステキな
彫り柄が入ったコップが完成しました！！
昼食と自由散策では、のんびりゆったり過
ごし、秋の四季の里を満喫しました。
紅葉と あなたの笑顔に 紅くなり…

モデルさんたちですか！？

真剣な眼差しです！！

熊川老人クラブ（浜友会）懇親旅行
1０月２７日（土）、２８日（日）
の両日親睦と絆を深める目的で
親睦旅行をしました。
１日目は「北方文化博物館」、
２日目は「新潟ふるさと村」を見
学しました。大熊町の話で盛り上
がり本当に楽しい２日間でした。

②

大熊町の思い出を語る同行訪問
相馬事業所では、11 月 5 日から 7 日、15
日、16 日の 5 日間、大熊町民生児童委員と生
活支援相談員で同行訪問を南相馬市から新地
町まで行いました。
突然の訪問に喜ぶ姿と満面の笑みを見るこ
とができ、大熊の思い出を語り合う姿には震災
前の日常を垣間見たような気がしました。
「また来てね」と温かい言葉もいただき、充
実した同行訪問になりました。
懐かしい再会

絆が大切『友愛訪問』
老人クラブ連合会では、いわき地区、会津
地区に続き、１１月１６日（金）中通り地区
において友愛訪問を実施しました。
今年度は県内で延べ２３世帯への訪問を行
い、会員のつながりを大切にし、懐かしい話
など涙と笑いの絶えない訪問となりました。
次回も元気な姿で会う約束を交わし、充実
した１日となりました。
皆さんの笑顔がなによりです！

卓球が出来るようになりました！
相馬事業所に卓球台（1 台）がやってきました！どなたでもご利用いただけます。
運動不足、ストレス解消、コミュニケーションツールとしても是非、ご利用ください。
使用場所は会議室です。ご使用の際は、事前に電話、又は来所で申し込みください。
詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ・申し込み先
大熊町社会福祉協議会 相馬事業所
（南相馬市原町区桜井町 2 丁目 380-1 ）
TEL 0244-32-0758
FAX 0244-32-0759
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 門田
日時：１２月２０日（木）
１０：００～１１：３０
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
申込：１２月１３日（木）まで

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
つながっぺ鹿島サロン
日時：１２月４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：１２月１７日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

日時：１２月１２日、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

内容：クッキング（サツマイモのチョコト
リュフ）、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
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中通り地区サロン
○茶話カフェ Rococo～ろここ～
日時：１２月５日、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・軽体操（コミュニティマージ
ャン）
（５日）クリスマス会（１９日）

問合せ先：郡山市社会福祉協議会
TEL ０２４-９５３-８３３７

○サロンつながっぺおおくま
in こおりやま
日時：１２月１日、１５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

○二本松市社協「こっ茶こっせ」
日時：１２月２６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：クリスマス会
準備物：500 円程度のプレゼント
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

○大玉村社協サロン
日時：１２月２１日（金）
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：寄せ植え
※詳細は下記社会福祉協議会まで
参加費：５００円（事前申込 12/13 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：１２月１６日（日）１２：００～
場所：ホテル辰巳屋
福島市栄町５－１
内容：忘年会
※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

○ホっとサロン「てとて」
日時：１２月２６日（水）９:３０開場
場所：福島市保健センター５階 大会議室
内容：ビーンズふくしま『ハンドベル演奏』
問合せ先：福島市社会福祉協議会
TEL ０２４-５３３-８８８１

○気軽に集まっぺ「もみの木」

○伊達サロン元気が～い
日時：１２月２０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
参加費：500 円（申込１２月 13 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

日時：１２月８日（土）
１１：００～１３:００
場所：白河市立図書館
白河市道場小路 96－5
内容：昼食会、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)
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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。

日

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

時：１２月２０日（木）

１１：００～１２：００
１３：００～１４：００
場 所：大熊町役場会津連絡事務所内
申 込：12 月 18 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/
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