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この度大熊町老人クラブ連合会では、郡山市磐梯温泉『清陵山倶楽部』にて 4 月 3 日（火）
から 4 日（水）一泊二日の日程で歓・送迎会を開催しました。総勢１９名が参加し、前単
位クラブ会長４名と新会長３名を迎えました。
新会長達からは『前会長の話から震災後の活動に大変さを改めて感じました。前会長を見
習い、出来ることを一生懸命頑張ります』との抱負が述べられました。
「元気な高齢者になり、町の復興に少しでも役立ちたい。」と新たな決意を胸に今後も事
業を展開していきたいと思います。ご理解とご協力お願いします。
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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

事務所職員紹介
４月から職員体制を変更し、今後も各種事業等の開催や相談業務、情報提供を行い、町民
の皆さんが安心して生活できるようお手伝いを張り切って努めてまいります。
いわき 連絡 所及 び 相 馬事業所
後列左から佐藤美香(相馬事業所)、吉田知佳、
愛川静香、小桧山智美、武内義和、遠藤由香、
菅野幸美、宮本優貴
中列左から橋本美代子、松本杏奈(相馬事業
所)、田名網亜矢、澤内真那美、高子智美、小
島伸子、杤本あけみ、橋本智子
前列左から、星良樹、半杭裕明(事務局次長)、
渡部正勝(会長)、根本豊稔(事務局長兼所長)、
志賀翔一(係長)、宮本佳純〈休業中〉

中 通 り 連 絡 所
後列左から松本莉佳、佐々木美和、恩田奈緒
美、菊地秀文
前列左から齋藤美和、酒井澄枝(所長)、渡部
正勝(会長)、根本豊稔(事務局長)、宮林良周

会 津 連 絡 所
後列左から平塚浩美、北村孝三、梅田安佑美、
佐藤由利子
前列左から田場川沙織、遠藤仁美(所長)、渡部
正勝(会長)、根本豊稔(事務局長)、岡部真理
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大熊町老人クラブ会員親睦交流会開催のご案内
震災から８年を迎えまだまだ先が見えない状況ではありますが、大熊町老人クラブ連合会
では、高齢者が心豊かで、明るく活気に満ちた楽しい生き方を送っていただくために、この
会員親睦交流会を開催することとなりました。各地に離散している会員との交流を目的とし
ていますので、ぜひこの機会にご参加くださいますようお願いいたします。
日

時：６月１１日（月）～１２日（火）－１泊２日

場

所：福島県会津若松市東山温泉付近（予定）

定

員：・いわきコース
①３０名程度（植田駅ロータリー～泉駅バスプール～好間第１仮設）
②３０名程度（広野駅～四ツ倉駅～いわき駅前（ミスタードーナツ前）
・南相馬コース（県北経由）
①１０名程度（原町区福祉会館～福島駅西口バスプール）
・県南コース（県中経由）
①２０名程度（白河市城山公園駐車場～須賀川アリーナ～大熊町役場中通り事務所）
・会津若松コース
①１５名程度（会津若松駅～扇町１号仮設～大熊町役場会津若松事務所）
※参加人数及び少数人数（１０名に満たない）の場合は、集合場所及びバス発
着を再度検討します。

参加費：１０，０００円（宿泊代・保険代・交流会費・昼食代を含む）
日 程：１１日
１２日
○各出発地区（予定）１２：３０～
○おたのしみ講演会１０：００～
○東山温泉着
１５：３０～
○昼食会
１２：００～
○親睦交流会
１８：００～
○各地区帰路
１３：００～
対 象：大熊町老人クラブ会員（当日加入及び付き添い者可能）
※付き添い及び個別理由により、部屋割り（ベット等）を指定される場合は、別
途実費をお支払い願います。
申 込：５月１日（火）～５月２１日（月）
・保険加入の為、郵便番号、住所、性別、生年月日、現住所、単位クラブ名、
携帯番号、集合場所を下記問い合わせ先までお電話にてお知らせください。
（フ
ァックス、来所も可）
・詳細については申込者に別途郵送いたします。（6 月初旬予定）
問合わせ先：大熊町社会福祉協議会 いわき連絡所
℡0246-38-8939/FAX 同 8921
中通り連絡所
℡024-954-5733/FAX 同 5734
会津若松連絡所 ℡0242-29-5760/FAX 同 5761
相馬事業所
℡0244-32-0758/FAX 同 0759
《大熊町老人クラブ連合会事務局担当

3
○

中通り連絡事務所宮林

良周》

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：５月８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：５月１７日（木）
１０：００～１１：３０
場所：年貢町団地集会所１階 日本間

会津若松市日新町８－２８
内容：お茶会及びゲーム

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 ０２４６－３８－８９３９

○つながっぺおおくま
つながっぺ草野サロン
日時：５月１６日（水）
９：３０～１１：３０
場所：草野公民館
いわき市泉崎字向原 28
内容：茶話会、七夕飾り用折鶴作り

相馬地区サロン
○かしまで集まっ会
日時：５月２１日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

○借り上げ住宅サロン
日時：５月９，２３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

南相馬市原町区小川町３２２－１

内容：お茶会、クッキング（柏餅）、健康
相談など
問合せ先：相馬広域こころのケアセンター
なごみ 南相馬事務所
TEL 0２４４－２６－９３５３

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
○大玉村社協サロン

○茶話カフェ Rococo～ろここ～

日時：５月１８日（金）９：００～
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：バーべキュー
参加費：１，０００円
※事前申込必要（7 日まで）
※詳細は下記社会福祉協議会まで
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３－６８－２１００

日時：５月２,１６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（２日）
フラワーアレンジメント（１６日）
問合せ先：郡山市社会福祉協議会
TEL ０２４－９３２－５３１１

○サロンつながっぺおおくま
in こおりやま

○二本松市社協「こっ茶こっせ」

日時：５月５，１９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

○気軽に集まっぺ「もみの木」

日時：５月２３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：ミニ生け花教室
参加費：１００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

○ホっとサロン「てとて」

日時：５月１２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

日時：５月２３日（水）
９：３０～１１：３０
場所：福島市保健福祉センター
内容：調理実習『変わりだね、蒸しパン作り』
準備物：エプロン、三角巾、スリッパ等
問合せ先：福島市社会福祉協議会
TEL ０２４－５３３－８８８１

（もみの木代表：深代賢治０９０-９５３１-１５９５）

○こらんしょ大熊

○伊達サロン元気が～い

日時：５月２７日（日）
内容：松島旅行
※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：５月１７日（木）
１０：００～
場所：福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
問合せ先：伊達市社会福祉協議会
TEL ０２４-５７６-４０５０

5
○

つながっぺおおくま南相馬サロン～楽しく小物作り～
日
場

時： ６月４日（月） １０：００～１１：３０
所：大熊町社会福祉協議会相馬事業所 会議室
南相馬市原町区桜井町 2-380-1
内 容：クラフトテープを使った小物作り、お茶会等
定 員：10 名
参加費：500 円
申 込：５月７日（月）～５月２１日（月）
申込先 ①大熊町社会福祉協議会 相馬事業所 TEL 0244-32-0758
②大熊町社会福祉協議会いわき連絡所 TEL 0246-38-8939

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：５月２４日（木） １１：００～１２：００、１３：００～１４：００
会 場：大熊町役場中通り連絡事務所内
相談員：佐藤京子
申 込：５月２２日（火）まで
問合せ先：大熊町社会福祉協議会

いわき出張所

℡ 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：〒９７０－１１４４
いわき市好間工業団地１－４３
話：０１２０-２９-５７６０

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

◎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

◎相馬事業所

電 話：０２４６-３８-８９２０
サポート拠点
電 話：０２４６-３８-８９３９

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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