生活支援ボランティアセンター「つながっぺ！おおくま」情報紙

おおくま

Vol.

182

平成 31 年

2 月 1 日発行

発行：社会福祉法人
大熊町社会福祉協議会
〒970-1144
いわき市好間工業団地１番地４３

電話 0246-38-8938 FAX 同 8921
ﾒｰﾙ:ookumashakyo@saturn.plala.or.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://okuma-shakyo.or.jp/

1 月 9 日（水）つながっぺ草野サロンを開催し 10 名の参加がありました。
いわき市かしま病院の理学療法士を講師に迎え大熊町役場健康介護課の協力のもと、
「リハ
ビリ体操」「ウォーキングについての講話」等で楽しく学びながら交流できました。
運動不足の人に理想的なスポーツはウォーキング。無理をしないで３０００歩、30 分を
目標にすると長く続けることができそうです。明日からレッツゴー！ウォーキング！
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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

元気いっぱいカルタとり大会
１月１７日（木）郡山市並木幼稚園の子ども達 70 名と老人クラブ会員 2 名でカルタとり
大会を通して交流を行いました。
元気な子ども達に負けないぐらいの大きな声で会員が読み手となり、ほのぼのとした時間
があっと言う間に過ぎていきました。子ども達からの「また、一緒に遊んでください」との
声に、笑みがこぼれ、元気もいっぱいもらいました。

いっぱい取れたかな？

さあ読むぞー！！

暮らしの安心をお手伝い
日常生活自立支援事業（福島県での愛称「あんしんサポート」）では、認知症高齢者、知的
障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方が、自立した生活が送れるよう、下記の
サービスを提供しております。
相談から契約までは無料ですが、サービスが開始してから１回１時間当たり１，２００円
の利用料等がかかります。内容を詳しく知りたい方、利用を希望する方はお気軽にご相談く
ださい。
【サービス内容】
福祉サービスの利用援助（福祉サービ
スの情報提供や利用手続きなど）それに
付随して以下のサービスも受けられま
す。
①日常的金銭管理サービス（銀行などに
行き、日常生活に必要なお金の出し入

【利用に必用な条件】
①コミュニケーションがとれること。
②説明されたことをある程度理解がで
きること。
③助言があれば合理的な意思形成がで
きること。
④形成された意志を一定の期間持続で

れの支援など）
②書類等の預かりサービス（預金通帳や
印鑑などを貸金庫など安全な場所で預
かる）

きること。

問合せ先：大熊町社会福祉協議会 いわき出張所 TEL０２４６－３８－８９３８
②

３月 なかどおりサロンⅰｎ希望ヶ丘
日 時：3 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：アイシングクッキー教室
準備物：エプロン
参加費：100 円（材料費の一部として）
定 員：3０名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
申 込：2 月 4 日（月）～２月２８日（木）
申込先：大熊町社会福祉協議会 中通り連絡所
ＴＥＬ０２４‐９５４－５７３３

高齢者等サポート拠点の事業紹介
◎配食サービス

◎外出支援サービス

いわき市、南相馬市、相馬市、福島市、郡

いわき市、会津若松市在住の大熊町民

山市、会津若松市在住の大熊町民の方を対象

の方を対象
【サービス内容】
移送用車輌により、ご自宅と医療機
関との間を送迎します。
利用回数は月２回以内です。
【サービスを利用できる方】
要介護 2 以上で一般の交通手段の利
用が困難な方、障害者手帳 2 級以上ま
たは療育手帳 A で一般の交通手段の利

【サービス内容】
ご自宅まで１日１食（昼食のみ）お弁当
をお届けし、安否確認を行います。
利用は週６日以内です。
【サービスを利用できる方】
概ね６５歳以上の一人暮らし高齢者、高齢
者世帯の方、重度障害者（身体障害者手帳 3
級以上、療育手帳 A）等で、利用が適当と認
められる方。
【利用料】
１食２００円

用が困難な方。上記以外で、緊急に車
いす等を使用しなければ移動できない
と判断される方。
利用の際は、利用者を介助する方が
同乗する必要があります。
【利用料】
無料

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。
問い合わせ
大熊町役場会津若松出張所 福祉課 TEL０１２０－２６－３８４４
大熊町社会福祉協議会 いわき連絡所 TEL０２４６－３８－８９３９
大熊町社会福祉協議会 中通り連絡所 TEL０２４－９５４－５７３３
大熊町社会福祉協議会 会津連絡所 TEL０２４２－２９－５７６０
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：２月１２日（火）
１４：００～１５：３０

日時：２月２１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、大熊町保健師による
健康講話

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、大熊町保健師による健康講話

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
つながっぺ葉山サロン

○つながっぺおおくま
つながっぺ草野サロン

日時：２月２６日（火）
９：３０～１１：３０
場所：葉山集会所
いわき市葉山 1 丁目 18-11
内容：保健師さんによる軽運動
茶話会など

日時：２月１２日（火）
９：３０～１１：３０
場所：鹿島公民館（和室）
いわき市鹿島町走熊字鬼越 83-1
内容：ユーモアセラピスト百笑溢喜さんに
よる講話、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：２月１８日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

日時：２月１３日、２７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：認知症サポーター講座、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：２月６日、２０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、体操 （６日）
ひょうたんランプ作り（２０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：２月２日、１６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：２月２０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：おしゃべり三昧、健康ゲーム
参加費：100 円
※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：２月２８日（木）
９：３０～１２：３０
場所：大玉村総合福祉センター『さくら』
安達郡大玉村玉井字東三合目１９
内容：グラウンドゴルフ
※詳細は下記社会福祉協議会まで
参加費：３００円（昼食含む）
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３-６８-２１００

○ホっとサロン「てとて」

○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」

日時：２月２７日（水）１０:３０開場
場所：ウエディングエルティ・森のチャペル
福島市野田町１‐１０‐４１
内容：音楽の力（オルガン演奏による音楽会）
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

日時：２月９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：情報交換等
※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）

⑤

２月はお休みします

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：２月２８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：2 月 26 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

