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令和２年２月に大熊町大川原に完成予定の住民福祉センターへ、本部機能移動を行い４月
より業務再開を予定しています。今後も引き続き行政や避難先社協と連携し、福祉サービス
が提供できるよう町民の皆さまのニーズ把握に努め、必要な支援を行う体制強化を行ってい
きます。また、町民の皆さまがお住いの地域で安全で安心した生活ができるよう支援して参
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

ひょ

町民支援と紙面の充実に
台風１９号による被害にあわれた皆さまへ、心よりお見舞い申し
上げます。
２００号の発行に当たり、一言ご挨拶申し上げます。
本会では、震災以前より広報紙「なごみ」を発行し号数を重ねて
おりましたが、避難先の会津若松市に平成 23 年４月事務所を開設
したことを受け、新たに同年６月にゼロ号として広報紙を発行いた
しました。
避難当初は、本会として外出支援やボランティアセンターの運
営・協力など、出来ることは限られておりましたが、状況の見えな
い中、職員と共に懸命に取組んでいたことを思い出します。
仮設住宅の設置や避難者の状況により平成 23 年 10 月の会津連

会長 渡部 正勝

絡所設置を始め、いわき連絡所、中通り連絡所、相馬事業所を開設し、町民支援に当た
ってきました。引き続き、生活支援相談員事業及び高齢者等サポート拠点事業などを受
託し、県内に避難している町民を対象に定期的に見守り、訪問及びサロン活動などを行
い生活再建の支援や孤立防止などに努めて参ります。
大熊町内においても、平成 31 年 4 月 10 日の一部避難指示解除後、徐々にではあり
ますが、町内の環境整備が図られているところでもあります。本会としても、帰還した
町民が安心して生活できるよう、行政と連携し、事業を展開して参ります。
避難の長期化により町民の状況も変化してきておることから、本会に求められる内容
も変化しております。町民ニーズと社協が提供できる支援サービスが一致できるよう、
役職員一同、状況変化を把握し、資質向上とともに紙面の充実にも努めて参りたいと存
じます。
震災後の社協の動き
平成 23 年 3 月 12 日 避難指示により全町民避難
平成 23 年 4 月 5 日

本部を会津若松市に設置

平成 23 年 10 月

会津若松出張所開設

平成 23 年 11 月

いわき連絡所開設

平成 24 年 12 月

中通り連絡所開設

平成 28 年 4 月

本部をいわき市へ移動／相馬事業所開設

令和 元年 5 月

大熊事務所開設

令和 2 年 ４月

本部を大熊町で再開
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写真で振り返る８年間

H29.2.20 スノーシュー（沼尻高原）

イベント

H2４.3.11 復興イベント（会津）
H30.8.6 エイサー公演（いわき）

サロン

H24.8.22 絵手紙教室（会津）

H26.3.11 復興イベント（会津）

H26.7.1 料理教室（いわき）

H31.2.7 コーヒー教室（中通り）

日帰り交流会
開始

Ｈ24.10.26

H27.9.18（ぶどう狩り）

ふるさと住民交流会（日赤）
③

H30.10.17（八幡屋）

芋煮会開催のお知らせ
～青空の下で芋煮を楽しもう～
日
時：１１月１４日(木) １０：００～１３：００（受付９：３０～）
場
所：暮らしの伝承郷（いわき市鹿島町下矢田散野１４－１６）
対 象 者：６０歳以上の方 ２０名（先着）
*本事業は、大熊町役場
内
容：芋煮会
と協力して行う一般介

参 加 費：３００円（材料代として） ※当日集めます
護予防事業です。
準 備 物：エプロン、三角巾、飲み物
申
込：保険加入の為、氏名、性別、生年月日、携帯番号、現住所をお知らせください。
１１月１日（金）～１１月１１日（月）平日９時～１６時の間に受付けております。
申 込 先：いわき連絡所 ＴＥＬ：０２４６-３８-８９２０

つながっぺ！おおくま中通り交流会「アットホームおおたま」のお知らせ
芸能発表会や入浴を楽しみながら、皆さんで交流しましょう！！
※芸能発表をしてくださる方、大募集！！申込み時にお伝えください。
日
場

時：１２月１２日（木）１０：３０～１５：００
所：大玉村 アットホームおおたま

（踊り・カラオケなど

芸は問いません！）
対 象 者：４０名（先着）
内
容：芸能発表会、ビンゴ大会、ゲーム、サンタさん登場／昼食、入浴
参 加 費：１，０００円（昼食代の一部） ※当日集めます
集合場所：大熊町役場中通り駐車場 ９：３０（バス運行）
準 備 物：タオル（入浴用）他、必要と思われるものをご用意ください。
申
込：保険加入の為、氏名、性別、生年月日、携帯番号、現住所をお知らせください。
１１月５日（火）～１１月２５日（月）平日９時～１６時の間に受付けております。
申 込 先：中通り連絡所 ＴＥＬ：０２４-９５４-５７３３

心配ごと相談所開催のお知らせ

コールセンターを活用ください

日常のお悩みから、専門的な内容まで、

台風 19 号による被害にあわれた皆さま

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：１１月２８日（木）
１１：００～１２：００
１３：００～１４：００

へ、心よりお見舞い申し上げます。
当協議会では、コールセンターを開設し
ております。生活する中での心配な事、相
談したい事等お気軽にご連絡ください。

場 所：大熊町役場中通り連絡事務所内
申 込：１１月２６日（火）まで
問合せ先：いわき出張所
TEL ０２４６-３８-８９３８

0120-29-5760

コールセンター

受付時間：平日 9：00～16：00
開設場所：いわき連絡所
④

いわき地区サロン
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！錦サロン
日時：１１月８日（金）
９：３０～１１：３０
場所：錦公民館 第 2 会議室
いわき市錦町中迎 1 丁目 12-2
内容：特定非営利活動法人コーチズふくしま
によるハンドマッサージ、血圧測定、
茶話会等
問合せ先：いわき連絡所
TEL ０２４６-３８-８９２０

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

日時：1１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：NPO 原町クラブによるニュー
スポーツ
問合せ先：こころのケアセンターなごみ
TEL ０２４４-２６-９３５３

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

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

○大玉村社協サロン

日時：１１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:中通り連絡所
TEL ０２４-９５４-５７３３

日時：１１月２６日（火）１０：００
場所：フォレストパークあだたら
安達郡大玉村玉井字長久保６８

内容：ウインナー作り
参加費：５００円（締切１8 日まで）
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３-６８-２１００
下記サロンについては各代表まで問合
せください

○ホっとサロン「てとて」
日時：１１月２７日（水）９:３０開場
場所：福島市保健福祉センター ４階
福島市森合町１０－１
内容：味の素 料理教室
持参物：エプロン・三角巾・スリッパ
問合せ先：福島市社会福祉協議会
TEL ０２４-５３３-８８８１

○気軽に集まっぺ「もみの木」
問合せ先：もみの木代表・深代賢治
TEL ０９０-９５３１-１５９５

○県北地方「こらんしょ大熊」
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
⑤

令和元年台風第１９号災害義援金の受付について
この度、台風第１９号が日本列島を直撃し、甚大な被害が発生しております。それにより
被災された方々を支援するため、日本赤十字社福島県支部では以下のとおり義援金の受付を
行っております。ご理解、ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。
【受付期間】
【受付方法】

令和２年３月３１日（火）まで
①郵便振替口座
口座番号： ００１９０－８－５１５００５
加入者名：日赤令和元年台風第１９号災害義援金
②銀行振込
振込口座：東邦銀行 南福島支店（普） ６１２６２５
口座名義：日本赤十字社福島県支部 支部長 内堀雅雄
③社会福祉協議会窓口での受付

【留意事項】
・受付方法①郵便振替口座による寄託について、受領証の発行を希望する場合は、通信
欄に「受領証希望」と明記してください。
・受付方法①郵便振替口座による寄託について、ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱い
の場合、振込手数料は免除されます。
・受付方法②銀行振込による寄託について、東邦銀行窓口における同行間の送金手数料
は無料です。
・個人からの物品寄託については受付けておりませんのでご了承ください。
【問合せ先】 日本赤十字社福島県支部組織振興課 TEL：０２４-５４５-７９９８
大熊町社会福祉協議会いわき出張所 TEL：０２４６-３８-８９３８

大熊町社会福祉協議会

連絡先

◎いわき出張所

◎会津連絡所

住

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

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

◎いわき連絡所
生活支援相談員

◎中通り連絡所

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

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

◎大熊事務所
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

◎相馬事業所
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

