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会津連絡所では、１２月１０日（火）つながっぺサロン「げんき」in 日新を開催し、１１名
の方が参加しました。今回は、フラワープロデュースサロン・スウィートワの渡部美羽先生を
講師に迎え、正月飾りのフラワーアレンジメントを作りました。中でも水引を結ぶ作業には悪
戦苦闘し「難しいけど、めったにない体験だね」と話しながらも頑張ってチャレンジしていま
した。作品が完成すると、
「どこに飾るべぇ」
「豪華だね」と喜びの声に変わり楽しいサロンと
なりました。
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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

町民の皆様へ
令和２年

かのえ
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の年に当たり、謹んで新年のご挨拶を申

し上げます。
東日本大震災及び原子力発電所の事故により、故郷大熊町を後
にして８年９か月が過ぎました。
社会福祉協議会といたしまして、避難生活が長引く中で、大熊
町が復興・再生に向けた取り組みと協働しながら、町民の皆様の
生活支援に取り組んでおります。
避難生活が長期化していることによって、支援の在り方につい
てこれまでの全戸訪問から仮設・借上げ・復興公営住宅入居者、
会長 渡部正勝
介護保険等の制度利用者等の「気になる世帯」を今年も重点的に
訪問し、孤独・孤立防止に努めるとともに、電話による相談窓口
「生活支援コールセンター」の運営にも努め、迅速な対応に引き続き努めて参ります。
町は昨年 4 月 14 日に中屋敷・大川原地区の避難指示区域の解除。５月 7 日より大川原地
区に役場庁舎を開庁、公営住宅への入居等に沿って、帰還した町民或いは移住をした方々が
安心して楽しく暮らせる事業提供が出来るよう引き続き進めるとともに、避難先においては
自立されている方、今後どうすべきか決めかねている方など多くの方々に対し、やれるとこ
ろから一つひとつ丁寧に進め、多くの町民が元気に戻れる日に向い、役職員一丸となって活
動をして参りますので、今年も旧に倍してのご指導、ご協力を賜りますようお願いを申し上
げ、新年のご挨拶といたします。
町民の皆様にとって、本年も日々楽しい生活を送れるよう健康には十分ご自愛を賜りたい
と存じます。

大熊町民生児童委員協議会新体制について
１２月１日に民生委員・児童委員の全国一
斉改選が行われました。それに伴い大熊町民
生児童委員協議会では、１２月２日の定例会
にて役員改選が行われ、新役員が決定いたし
ました。新しい体制でこれから活動してまい
りますのでよろしくお願いいたします。
また、退任された委員の皆様には見守り活
動にご尽力を賜り、厚く感謝申し上げます。
※任期は３年となります
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旧委員から新委員へバトンタッチ！

②

クリスマスツリー作り
12 月 6 日（金）相馬事業所では、つな
がっぺ！南相馬サロンを 10 名の参加者で
事業所内会議室にて行いました。
町民の鈴木さんに協力をいただき、生の
もみの木の枝を使用したクリスマスツリ
ー作成は「いい香りがする！」など興味
津々。「どこに飾ろうかな？」と笑みを浮
かべながら、リボンやベルを飾り付けてオ
リジナルツリーを完成させました。町の木
ともなっているもみの木で作成したツリ
ーに癒された一時でした。
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大熊町老人クラブの将来を考える
１２月５日（木）から２日間にわたり、大

ラ

ブ
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園児と楽しい餅つき

熊町役場で会長・女性部・若手委員会総勢２
６名で合同研修会を開催し、これからの大熊
町での活動を一緒に考えました。
福島県老人クラブ連合会より常務理事兼
事務局長 斎藤千恵子氏を講師に迎え、運営
の基本と活動について学びました。また、大
川原地区の見学と、中間貯蔵工事センターの
視察を行い現状の把握も行いました。
町長からも激励のあいさつをいただき、今
ある地域資源の中で老人クラブとして出来
ることを考え、会員が元気で安心できる暮ら
しを目指し、今後もいきいきと活動していき
たいと思います。

12 月 12 日（木）いわき市平第一幼稚
園で福島県老人クラブ連合会主催の交流事
業が行われ、大熊町老人クラブ会員４名が
参加しました。
もち米が餅に変化していく様子を不思議
そうに眺め、園児の元気な掛け声に合わせ
てついた餅は『もちもち』につきあがりま
した。真っ白なつきたての餅をみんなで食
べて、久しぶりに元気な子どもの声を聴き、
疲れも飛んだ一日となりました。

③

外出支援・配食サービスのご案内
◎外出支援サービス

◎配食サービス

【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。

【サービス内容】
ご自宅まで１日１食（昼食のみ）希望
に応じてお弁当をお届けし、安否確認を

＊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用が困難な方

行います。
＊利用は週 6 日以内です。
（地域により
異なります）
【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

・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

・重度障害者（身体障害者手帳 3 級以上、
療育手帳 A）の方
＊上記に該当し、自ら調理することが困

する必要があります。
【利用料】 無料
【対象地域】いわき市、大熊町、会津若松市

難な方で利用が適切と認められる方
【利用料】 １食２００円
【対象地域】いわき市、大熊町、南相馬
市、相馬市、福島市、郡山
市、会津若松市

詳しくは、下記までお問い合わせください。 （本事業は、町からの受託事業です）
問い合わせ： 大熊町役場 保健福祉課 福祉係
TEL０１２０－２６－３８４４（代）
大熊町社会福祉協議会
TEL０１２０－２９－５７６０

いわき地区サロン
○つながっぺ！葉山サロン
日時：１月１４日（火）９：３０～１１：３０
場所：葉山集会所 いわき葉山１―18―11
内容：特定非営利活動法人コーチズふくしまによる「柔軟体操
と風船バレー」、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！！

○つながっぺサロン「げんき」in 日新
日時：１月１４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：レクリエーション・茶話会
問合せ先：会津連絡所
TEL ０２４２-２９-５７６０
④

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：1 月８日、２２日
（第２、４水曜日）
１３：３０～１５：３０
場所：原町区福祉会館

日時：１月２０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：アロマテラピー
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
○大玉村社協サロン
日時：１月１７日（金）１０：００
場所：アットホームおおたま
安達郡大玉村玉井字前ケ岳
国有林７班に１３小班

内容：新年会
参加費：詳細は問い合わせ先まで
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３-６８-２１００

○サロンつながっぺおおくま
in こおりやま
日時：１月１８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

○県北地方「こらんしょ大熊」
日時：１月１９日（日）１１：００
場所：祭屋湯左衛門
福島市飯坂町鍋沢４－１

内容：新年会
参加費：３００円（申込締切２０日まで）
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

○ホっとサロン「てとて」

日時：１月２３日（木）１０：００
場所：伊達市保原中央交流館

日時：１月２２日（水）１３：３０
場所：福島市保険福祉センター ５階
福島市森合町１０‐１
内容：曹宗 初笑い
問合せ先：福島市社会福祉協議会
TEL ０２４-５３３-８８８１

伊達市保原町字宮下１１１－４

内容：お食事会
参加費：５００円
問合せ先：伊達市社会福祉協議会
TEL ０２４-５７６-４０５０

⑤

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：１月２３日（木）

１１：００～１２：００

場

所：大熊町役場いわき出張所内

１３：００～１４：００

申 込：１月２１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

