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８月８日（木）いわき駅前大通りで「第３８回いわきおどり」に３５名で参加しました。
小雨の降る中、音楽に合わせ「どんわっせ！」と元気いっぱいの掛け声の中、気付けば雨
もやみ、みんなも晴れやかな笑顔で楽しく踊りました。
また、出展した七夕笹飾りは１４名のボランティアさんの協力により完成し、
「いわき七夕
まつり」の会場に彩りを添えていました。
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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

ニュースポーツで元気な体づくり
８月２７日（火）磐梯熱海スポーツパ
ークにて、総勢３４名の選手がニュース
ポーツで汗を流しました。囲碁ボール、
カーリンコン、スカットボールの３種目、
耳慣れない名前でしたが、段々と歓声が
沸きあがり、笑顔がたえない大会となり
ました。初めての方も簡単なルールです
ので、機会があれば是非参加をお待ちし
ております。
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役場新庁舎で初サロン
８月２８日（水）大熊町役場おおくまホール
で震災後初めて町内でのサロンを開催し、20 名
の参加がありました。
「大熊町内に住んでいるが近所の方と話をし
たことがなかった。」また、「話をしてみたら身
近に感じた」等の声が多くありました。
これからも大熊町内でサロンを開催し茶話
会、健康体操、介護予防運動などを行っていく
予定です。町内外問わず、多くの方の参加をお
待ちしております。

おしゃべりに夢中！

おおちゃん小法師絵付け体験
9 月 3 日(火)好間公民館で、つながっぺ好間
サロンを開催しました。
町役場企画調整課協力のもと、ボランティア
さん達の指導によりおおちゃん小法師絵付け
体験を行いました。
「楽しかった」
「自分で作っ
た小法師に愛着がわく」との声もあり、思い出
に残るひと時を過ごしました。
かわいいおおちゃん作成中
②

くつろぎの時間ｉｎ茨城
９月５日（木）いわき連絡所では、つながっぺおおくま！日帰り交流会 in 茨城を開催し
３１名の参加がありました。
海産物直売所「松野屋本店」を見学後、五浦観光ホテルに移動後は温泉につかったりカラ
オケをしたりと、日常から離れたゆったりとした時間のなかで町民同士が気がねなく心から
の交流を楽しみました。

素敵な歌声披露
五浦観光ホテル到着！！

「つながっぺおおくま！合同日帰り交流会」申込みしめきり間近！
前号でお知らせしました「つながっぺおおくま！合同日帰り交流会」の開催が近づいて
きました。詳細については、前号（９/１５号）をご覧ください。大勢のご参加をお待ち
しています。
開催日：１０月２３日（水）
場 所：菊人形会場「霞ヶ城公園」、岳温泉「あづま館」

（福島県二本松市）

対象者：大熊町民１5０名（集合場所、現地まで来られる方）
（いわき８０名、大熊１０名、相馬１０名、中通り 4０名、会津１０名）
参加費：２,５００円 （昼食代として）＊当日集金します
申 込：１０月１０日（木）16 時まで受付けております
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
中通り連絡所
会津連絡所

ＴＥＬ：０２４４-３２-０７５８/ＦＡＸ：同０７５９
ＴＥＬ：０２４-９５４-５７３３/ＦＡＸ：同５７３４
ＴＥＬ：０２４２-２９-５７６０/ＦＡＸ：同５７６１
③

赤い羽根共同募金運動にご協力お願いいたします
１０月１日から、全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」がはじまりました。
皆さまからお寄せいただいた善意の寄付は、県内の社会福祉施設などが行う地域活動、
ボランティアグループの支援活動、災害被災者支援などに活用されています。
大熊町共同募金委員会では、ご協力の実績による配分金について、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
頂いております。また、今年度より避難指示解除による一部地域での帰町に伴い、町内で
の街頭募金活動も予定しております。その他、以下のとおり募金箱の設置を行っておりま
す。みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
【運動期間】１０月１日～１２月３１日まで
【設置場所】・大熊町役場の各庁舎内（大熊本庁舎、いわき、郡山、会津若松）
・大熊町社会福祉協議会各事務所内（いわき、大熊、南相馬、郡山、会津若松）
・１０月１９日（土）開催のふるさとまつり社会福祉協議会ブース（予定）
※２，００１円以上の寄付を行う個人、および法人格を有する法人については、税制上の
優遇措置を受けられる免税用領収書の発行対象となります。ご希望の場合、下の問い合
せ先までご連絡ください。
【問合せ先】 大熊町共同募金委員会事務局（いわき出張所内）０２４６-３８-８９３８
（参考）大熊町共同募金委員会の平成３０年度実績額
共同募金
￥ １７，３０６－
歳末募金
￥１０６，９６５－
合計
￥１２４，２７１－

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！！
いわき地区サロン

会津地区サロン
○つながっぺサロン
「げんき」in 日新

○つながっぺ！平サロン
日時：10 月８日（火）
９：３０～１１：３０
場所：いわき産業創造館

日時：１０月８日（火）
１４：００～１５：３０
場所：日新コミュニティセンター

（ラトブ 6 階会議室 2）

いわき市平字田町 120 番地

（２階講習室）

内容：町保健師による健康チェック
茶話会・ミニゲームなど
問合せ先：大熊町社会福祉協議会いわき連絡所
TEL ０２４６-３８-８９２０

会津若松市日新町８－２８

内容：茶話会・レクリエーション
問合せ先：大熊町社会福祉協議会会津連絡所
TEL ０２４２-２９-５７６０
④

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：10 月２１日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

日時：10 月 9 日、２３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：絆診療所栄養士による、秋の食材
を使った料理
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：１０月５日、１９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：１０月２３日（水）９：１５出発
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字東三合目１９

内容：お出かけサロン
参加費：２，０００円（締切１１日まで）
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３-６８-２１００

○二本松市社協「こっ茶こっせ」

○ホっとサロン「てとて」

日時：１０月２３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：スポーツ民謡、モザイクタイル
問合せ先：二本松市社会福祉協議会
TEL ０２４３-２３-８２６２

日時：１０月２３日（水）９:３０開場
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丁目１０―４１
内容：持参物：お手玉
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：１０月２４日（木）１０：００出発
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：お出かけサロン（相馬市方面）
参加費：１，５００円
問合せ先：伊達市市社会福祉協議会
TEL ０２４-５７６-４０５０

⑤

下記サロンについては各代表まで問合
せください

○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

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：１０月２４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：１０月２1 日（月）まで
問合せ先：大熊町社会福祉協議会いわき出張所
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

◎いわき出張所

◎会津連絡所

住

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

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
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

