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大熊町老人クラブでは、１月３１日（木）ＮＣＶふくしまアリーナ（旧福島市体育館）に
て、単位クラブ会長・女性部・若手委員総勢２５名が参加し、ニュースポーツのルールや指
導の仕方を学ぶ研修会を行いました。
福島県老人クラブ連合会より講師を迎え、改めて基本的なルールや指導の仕方を学びまし
た。今後も、ニュースポーツの普及に力を注ぎ、元気な高齢者を目指していきます。来年度
の事業に計画したいと思いますので、是非、皆さんの参加をお待ちしております。
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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

赤い羽根共同募金への御協力ありがとうございました
平成 30 年 10 月から 12 月までの３ヵ月間、赤い羽根共同募金運動および歳末たすけあ
い募金運動を実施しました。町役場窓口、本会事務所に設置しました募金箱へのご協力、イ
ベント会場でのご協力など多くの皆様からの浄財を賜りましたこと、心より感謝申し上げま
す。
お寄せいただいた浄財につきましては、町民同士のつながり維持を目的とする交流会事業
等の情報提供のため、本広報紙の作成費用として活用させていただきます。今後ともご協力
お願いいたします。

支えあいの心をありがとう

＜募金総額＞

一般募金
地域歳末たすけあい募金

１６，３０６円
１０６，９６５円

＜協力団体等（順不同、敬称略）＞
有限会社東亜砕石所、大野１区老人クラブ万年青会、大野小学校、熊町小学校、大熊中学校、
大熊町議会、大熊町商工会、大熊町民生児童委員協議会、大熊町老人クラブ連合会、大熊町
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AGF「コーヒー教室」開催しました！
２月７日（木）なかどおりサロンｉｎ希望ヶ丘では、味の素ＡＧＦ㈱による「コーヒー教
室」を開催し、３６名の参加がありました。
今年は、昨年より少々スキルアップした内容で、世界各国のコーヒー豆を挽き、入れて飲
むという体験もしました。国や気候・煎り方によって「コーヒーの味が全く違う」
「いろいろ
な豆をブレンドして美味しくなるのね」などの声も聞かれ、改めてコーヒーの奥深さを知っ
たサロンとなりました。

コーヒーの香りに癒されるわね！

このクイズ、去年と同じですよ～！！

笑いで健康長寿！！
２月１２日（火）鹿島公民館において、つながっぺ！鹿島サロンを開催し、１０名の方
が参加しました。
特定非営利活動法人コーチズふくしま協力のもと、心の健康講座講師としてユーモアセ
ラピストの百笑溢喜さんを迎え、テンポの良い話術と爆笑トークに参加者の皆さんは笑顔
でいっぱいになりました。
「楽しかった」
「また参加したい」との声もあり、頭も心もスッ
キリ！！あっという間の 90 分間でした。

笑う門には福来る

わっはっはー！！
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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

＊門田のサロンは、３月で終了となります。是非、日新サロンへ参加してください

○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：３月１２日（火）

日時：３月１４日（木）

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：お茶会、フォトフレーム作成

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、フォトフレーム作成

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：３月１２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：３月１８日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

日時：３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：お茶会、振り返り、
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～

○二本松市社協「こっ茶こっせ」

日時：３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：ヨガを体験しよう （６日）
思い出ろここスライドショー（２０日）

日時：３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：一年間のスライドショー上映会
参加費：100 円

問合せ先：郡山市社会福祉協議会
TEL ０２４-９５３-８３３７

問合せ先：二本松市社会福祉協議会
TEL０２４３-２３-８２６２

※詳細は下記社会福祉協議会まで

○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：３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：３月１５日（金）
１０：００～
場所：大玉村農村改善センター
安達郡大玉村玉井字西庵１８３
内容：ジャグリングパフォーマンス
※詳細は下記社会福祉協議会まで
参加費：なし
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：３月１７日（日）１１:００
場所：寿司和食・花の膳
福島市南矢野目字中谷地１０-１
内容：食事会

日時：３月２７日（水）９:３０開場
場所：ウエディングエルティ
福島市野田町１‐１０‐４１
内容：近藤美智子先生の音楽療法
※詳細は下記社会福祉協議会まで
問合せ先：福島市社会福祉協議会
TEL ０２４-５３３-８８８１

※詳細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

○伊達サロン元気が～い
○気軽に集まっぺ「もみの木」

日時：３月１４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
※詳細は下記社会福祉協議会まで
参加費：５００円（申込３月 7 日まで）
問合せ先：伊達市社会福祉協議会
TEL 024-576-4050

日時：３月１５日（金）１１：００～
場所：スパホテルあぶくま
西白河郡西郷村大字新船川谷１
内容：温泉と親睦交流会
※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。

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：３月２８日（木）

１１：００～１２：００
１３：００～１４：００
場 所：大熊町役場会津出張所内
申 込：3 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/
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