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令和元年 10 月から 12 月までの 3 ヵ月間、本会では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、
またサロン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。
「じぶんの町を良くするしくみ。」として、町民の皆様に寄り添った支援に尽力してまいりま
す。今後ともご協力のほど、よろしくお願いいたします。

も く じ
・小さな事にも心を配る募金活動
・赤い羽根共同募金にご協力ありがとうございました
・暮らしの安心をお手伝い
・車いす付き軽自動車の貸出しのご案内
・天保そばを楽しむ日帰り交流会
・きちんと予防しましょう
・３月サロン開催のお知らせ
・老人クラブ団体傷害保険「熟年生活安心保険」の受付
・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

表紙
２Ｐ
２Ｐ
２Ｐ
３Ｐ
３Ｐ
４.５Ｐ
５Ｐ
６Ｐ
６Ｐ

0

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
＜募金総額＞

一般募金
６４，１９３円
地域歳末たすけあい募金 ５２，４９０円
＜協力団体等（順不同、敬称略）＞
大野小学校、熊町小学校、大熊中学校、大熊町商工会、大熊町民生児童委員協議会、
大熊町ボランティア連絡協議会、大熊町老人クラブ連合会、大熊町

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。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。
【利用料】１回１時間当たり１，２００円
＊相談から契約までは無料です。
【サービス内容】
【利用に必要な条件】
福祉サービスの利用援助（福祉サービスの情報
①コミュニケーションがとれること。
提供や利用手続きなど）それに付随して以下のサ
②説明されたことをある程度理解がで
ービスも受けられます。
きること。
①日常的金銭管理サービス（銀行などに行き、日
③助言があれば合理的な意思形成がで
常生活に必要なお金の出し入れの支援など）
きること。
②書類等の預かりサービス（預金通帳や印鑑など
④形成された意思を一定の期間持続で
を貸金庫など安全な場所で預かる）
きること。
問合せ先：いわき出張所 ＴＥＬ０２４６-３８-８９３８
コールセンター

ＴＥＬ０１２０-２９-５７６０

車いす付き軽自動車の貸出しのご案内
移動が困難な高齢者や身体障がい児・者等に対して、いわき地域では外出を支援するために、
車いす付き軽自動車の貸出しを無料で行っています。
貸出しを希望する方は、利用日の７日前までに申し込みが必要です。
利用対象者：①おおむね６５歳以上の高齢者で自力では歩行困難な方
②障がい等のため車いす等を使用しなければ移動困難な方
③心身の障害のため公共交通機関の利用が困難な方
利 用 範 囲：①病院や公的機関への外出
②公共団体・社会団体等が行う研修や講習会への参加のための外出
③買い物、スポーツ、行楽等のための外出
運 行 範 囲：いわき地域（ただし、高速道路の使用はご遠慮下さい）
貸 出 時 間：原則として午前９時から午後４時までの１日以内
利 用 回 数：月２回まで
問 合 せ 先：いわき連絡所

ＴＥＬ０２４６-３８-８９２０
②

“「天保そば」を楽しむ山形の日帰り交流会”参加者募集！！
春の日差しが気持ちよい季節となりました。
今年も“幻の山形天保そば保存会”の皆さんからご支援をいただき、交流会の開催が決定し
ました。ひきたて、打ちたて、茹でたて（三たて）の美味しい「天保そば」を一緒に楽しみ
ませんか。
日

時：４月１４日（火）

場

所：石臼館・鈴木製粉所（山形県山形市）

対 象 者：大熊町民７０名
（①
内

いわき３０名、②大熊・相馬１０名、③中通り２０名、④会津１０名）

容：各集合場所
→

→

石臼館（交流会と昼食「天保そば」）

→

山形県観光物産館

各集合場所にて解散

参 加 費：無料
集合解散場所：①好間中央公園

申

７：２５集合／１８：３０解散予定

②大熊町役場本庁舎

７：３０集合／１７：５０解散予定

②南相馬市社協

８：１０集合／１７：１０解散予定

③大熊町役場中通り連絡事務所

８：００集合／１７：３０解散予定

④会津若松駅

７：４０集合／１８：１０解散予定

込：・３月５日(木)～３月１９日(木)（期間中の平日９時～１６時の間に受付けており
ます。）氏名、性別、生年月日、携帯番号、現住所、集合場所を下記申込先に
お電話にてご連絡下さい。（ＦＡＸ、来所でも受付可）
・申込多数の場合は、受付期間終了後に抽選を行い後日参加の可否のご連絡をい
たします。また、乗車人数が募集定員の半数に満たない場合は、ルートの変更
または、そのバスの運行を中止とさせていただく場合がございます。

申 込 先：大熊町社会福祉協議会
いわき連絡所

ＴＥＬ：０２４６-３８-８９２０/ＦＡＸ：同８９２１

大熊事務所

ＴＥＬ：０８０-２８３１-１１４５

相馬事業所

ＴＥＬ：０２４４-３２-０７５８/ＦＡＸ：同０７５９

中通り連絡所

ＴＥＬ：０２４-９５４-５７３３/ＦＡＸ：同５７３４

会津連絡所

ＴＥＬ：０２４２-２９-５７６０/ＦＡＸ：同５７６１

きちんと予防しましょう
まだまだインフルエンザが流行しています。また感染性胃腸炎にも注
意が必要です。
人に病気をうつさないためにはマスクが大切ですが、予防策としては
外出後の手洗いが最も重要です。外出後は石鹸を使用して、手のひらや
甲だけでなく、指の間やつめ、手首などを丁寧に洗うようにしましょう。
③

いわき地区サロン
○つながっぺ！好間サロン
日時：３月１０日（火）９：３０～１１：３０
場所：好間公民館 １Ｆ和室
いわき市好間町中好間字中川原２９－１
内容：特定非営利活動法人コーチズふくしまによる「風船ゲー
ム、体力チェック」、血圧測定、茶話会等
問合せ先：いわき連絡所
TEL ０２４６-３８-８９２０

会津地区サロン

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！！

＊日新サロンは、３月で終了となります。これまで参加していただ
いた皆様、ありがとうございました。

○つながっぺサロン「げんき」in 日新
日時：３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：フォトフレーム作り、茶話会
問合せ先：会津連絡所
TEL ０２４２-２９-５７６０

相馬地区サロン
○借り上げ住宅サロン

○かしまに集まっ会

日時：３月１１日、２５日
（第２、４水曜日）
１３：３０～１５：３０
場所：原町区福祉会館

日時：３月１６日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター
南相馬市鹿島区西町３－２

南相馬市原町区小川町３２２－１

内容：桜餅、柏餅
問合せ先：こころのケアセンターなごみ
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

中通り地区サロン
○サロンつながっぺおおくま
in こおりやま

○気軽に集まっぺ「もみの木」
日時：３月１２日（木）
場所：スパリゾートあぶくま
西白河郡西郷村真船字川谷１
内容：交流会
問合せ先：もみの木代表 深代賢治
TEL ０９０-９５３１-１５９５

日時：３月７日、２１日（土）
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：中通り連絡所
TEL ０２４-９５４-５７３３
④

中通り地区サロン
○大玉村社協サロン
日時：３月 24 日（火）
１３：００～１５：００
場所：大玉村農村環境改善センター
安達郡大玉村玉井字西庵１８３
内容：和菓子作り体験（上生菓子３個作成）
参加費：５００円（申込１３日まで）
準備物：エプロン、三角巾、手拭きタオル
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３-６８-２１００

○県北地方「こらんしょ大熊」
日時：３月１５日（日）１１：００
場所：福島市「花の膳」
福島市南矢野目字中屋敷６５－１
TEL ０２４-５５５-０１０６
内容：交流会等
参加費：３，０００円
問合せ先：太田 TEL ０８０-６０４９-１６５３
泉
TEL ０９０-２３６１-７４５１

○ホっとサロン「てとて」
日時：３月２５日（水）１３：３０
場所：ウエディングエルティ２階
ハートン
福島市野田町１－１０－４１
内容：近藤美智子先生の音楽療法
問合せ先：福島市社会福祉協議会
TEL ０２４-５３３-８８８１

○二本松市社協「こっ茶こっせ」
日時：３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：想い出写真館（茶話会）
問合せ先：二本松市社会福祉協議会
TEL ０２４３-２３-８２６２

老人クラブ団体傷害保険『熟年生活安心保険』の受付
老人クラブ会員を対象とした保険ですが、会員の配偶者及び同居の親族であれば非会員
でも加入できます。
日常生活におけるさまざまなケガを補償（詳しくは加入パンフレットを参照）しており
ますので、保険に加入希望の方はお申込み下さい。
〇保険期間／令和２年４月１日午後４時～令和３年４月１日午後４時

１年間

〇年度途中でも加入できます。（保険期間により、価格が変動します。）
【申込方法】
はがき（又は封書）にて氏名（ふりがな）、年齢、現住所、電話番号を忘れずにご記入の
上、下記問合せ先へ郵送願います。申込頂いた方より、順次パンフレット及び入金方法を
お知らせいたします。
問合せ先：〒９６３－８０３５
大熊町老人クラブ連合会

郡山市希望ヶ丘 11－10
TEL ０２４-９５４-５７３３
⑤

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：３月２６日（木）

１１：００～１２：００

場

所：大熊町役場会津若松出張所内

１３：００～１４：００

申 込：３月２４日（火）まで
問合せ先：いわき出張所 ＴＥＬ：０２４６-３８-８９３８

コールセンターのお知らせ
当協議会では、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、相談したい事等お気軽にご連絡ください。

コールセンター
受付時間：平日９：００～１６：００

0120-29-5760
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

◎会津連絡所
◎いわき出張所

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

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

◎いわき連絡所

◎中通り連絡所

生活支援相談員

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

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

◎大熊事務所

◎相馬事業所

住

所：〒９７９－１３０６
双葉郡大熊町大川原字南平１７１７
事務局
電 話：０８０-２８３１-１１４５

住

ホームページ：http://okuma-shakyo.or.jp/
⑥

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

