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３月８日（木）なかどおりサロンⅰｎ希望ヶ丘では、宮本秋子先生を講師に迎え「押花
教室」を開催し、３５名の方が参加しました。
初めての方が多く、押花の扱いにも苦労していましたが、完成イメージを膨らませなが
ら、台紙を鮮やかに彩りました。
出来上がった作品を見比べながら、
「楽しかった。」
「また挑戦したい。」と言う声を多数
頂きました。
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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

もぎたての甘い春の味
3 月 2 日（金）いわき地区お出かけサ
ロンでは、特定非営利活動法人コーチズ
ふくしまからの支援のもとイチゴ狩りを
開催し、14 名の方が参加しました。
参加者は真っ赤に実ったイチゴを夢中
で食べて、「柔らかく甘くておいしい。」
「みんなと一緒に来るのは楽しい。」と心
もお腹も一杯の様子でした。
おいしいイチゴに参加者も笑顔

ニュースポーツを楽しもう

３月５日（月）福島県老人クラブ連合会
主催で第３回目となる、郡山市並木幼稚園
の子供との交流事業に大熊町老人クラブ連
合会の会員が協力しました。
年少組さん２９名が、見たこともない用
具を目の前に、戸惑っていましたが、徐々
に慣れてきて、おじいちゃんの話を良く聞
き、元気いっぱいの笑顔を見せてくれまし
た。
最後に「ありがとうございました。」の掛
け声を頂き、参加者も終始笑顔の様子でし
た。この事業は来年度も続ける予定です。

上手に入ったね！！

なかどおりサロンⅰｎ希望ヶ丘「体操教室」のお知らせ
日
場

時：４月１２日（木）
所：大熊町役場中通り連絡事務所 第１・２会議室
郡山市希望ヶ丘１１－１０
内 容：コーチズふくしま「体操教室」
参加費：無料
申 込：４月３日（火）～４月１０日（火）
問合せ先：大熊町社会福祉協議会 中通り連絡所 ＴＥＬ０２４－９５４－５７３３
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七夕飾りを一緒に作りませんか
今年も、たいら七夕まつりに笹飾りを出展予定です。
折鶴を一つひとつ作成します。その他、色々と皆さん協力が必要です。
たくさんの方を募集します。皆さんの連絡をお待ちしております。

作成期間：4 月下旬～7 月下旬まで。
作成場所：大熊町役場いわき出張所 2 階和室
作成曜日・時間：毎週水・木
申

１０：00～15：30

込：４月５日（木）から受け付けます

申 込 先：大熊町社会福祉協議会

いわき連絡所

TEL ０２４６－３８－８９３９
TEL ０２４６－３８－８９２０

配食サービスのご案内
高齢者世帯等に食事（弁当）を定期的に提供するサービスを
行っています。弁当業者から利用者へ昼食のお弁当をご自宅ま
で配達し、安否確認の一助となっています。
４月から中通り地区と相馬地区において、実施範囲に追加と
なりました。
＜サービス内容＞
利用対象：概ね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者世帯で心身の障がいや疾病
等により食事の調理が困難な方
利用回数：1 日 1 食、週 6 日（6 食）以内
利用料 ：１日１食２００円
実勢範囲：いわき市、会津若松市、郡山市、福島市、相馬市、南相馬市
※上記地域の市内としておりますが、居住地によってはサービスの対象外
となる場合もございます。
◎利用について詳しくは大熊町役場福祉課または大熊町社会福祉協議会までお問い合
わせください。
問合せ先：大熊町役場福祉課 TEL ０１２０－２６－３８４４
大熊町社会福祉協議会 いわき連絡所 TEL ０２４６－３８－８９３９
中通り連絡所
会津連絡所
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TEL ０２４－９５４－５７３３
TEL ０２４２－２９－５７６０

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：４月１０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
会津若松市日新町８－２８
内容：茶道体験（美味しいお茶を御馳走にな

日時：４月２６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：茶道体験（美味しいお茶を御馳走にな
りましょう）

りましょう）

○つながっぺサロン「ひまわり」in 一箕
平成３０年３月でサロンを終了致しました。長い間
参加いただきありがとうございました。
日新サロン及び門田サロンは継続しておりますので
是非足を運んでください。お待ちしております。

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 ０２４６－３８－８９３９

○つながっぺおおくま
つながっぺ鹿島サロン

○つながっぺおおくま
つながっぺ泉サロン

日時：４月１０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：茶話会等

日時：４月２５日（水）
９：３０～１１：３０
場所：泉公民館
いわき市泉町 4-13-11
内容：茶話会等

相馬地区サロン
○かしまで集まっ会

○借り上げ住宅サロン
日時：４月１１，２５日（第２・４水曜日）
１３：３０～１５：３０
場所：原町区福祉会館

日時：４月１６日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

南相馬市原町区小川町３２２－１

南相馬市鹿島区西町３－２

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

内容：お茶会、軽体操、健康相談など
問合せ先：鹿島保健センター
TEL ０２４４－４６－１４５１
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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：４月４,１８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：体操＆茶話会（４日）
お花見
（１８日）
問合せ先：郡山市社会福祉協議会
TEL ０２４－９３２－５３１１

日時：４月２５日（水）１３：３０～
場所：二本松福祉センター
二本松市亀谷１丁目５−１
内容：バスツアー（会津へ行こう）
参加費：１，０００円
※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

○サロンつながっぺおおくま
in こおりやま

○大玉村社協サロン

日時：４月７，２１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

日時：４月１３日（金）
９：３０～１３：００
場所：大玉村総合福祉センター『さくら』
大玉村玉井字東三合目１９
内容：※詳細は下記社協まで
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３－６８－２１００

○伊達サロン元気が～い

○気軽に集まっぺ「もみの木」
日時：４月１４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：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）

○ホっとサロン「てとて」
日時：４月２５日（水）
９：３０～１１：３０
場所：福島市保健福祉センター
内容：クラフトバスケット
準備物：ハサミ・洗濯バサミ５個～１０個・
定規１５cm～３０cm
問合せ先：福島市社会福祉協議会
TEL ０２４－５３３－８８８１
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４月はお休みです。

○こらんしょ大熊
４月はお休みです。

コールセンターの開設のお知らせ
4 月 2 日（月）から皆様からのご連絡を頂きやすくすると共に迅速な相談対応のため、コ
ールセンターを開設いたしました。
電話番号は会津連絡所で使用していたフリーダイヤルをいわき連絡所で対応いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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内

会津地区拠点センターの閉所のお知らせ
平成３０年３月３１日を持ちまして会津若松市松長近隣公園仮設住宅敷地内に設置してお
りました高齢者等サポート拠点施設「つながっぺセンター」を閉所いたしました。
なお、引き続き会津連絡所においてサロンや配食サービス等の高齢者等サポート拠点事業
は、実施して参りますのでよろしくお願いいたします。
拠点施設について、長らくご支援いただきまして誠にありがとうございました。

大熊町社会福祉協議会

連絡先

◎いわき出張所

◎会津連絡所

住

住 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
事務局
電 話：０２４６-３８-８９３８
ＦＡＸ：０２４６-３８-８９２１

◎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

◎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

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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