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4 月 18 日（木）新年度最初の“なかどおりサロンⅰｎ希望ヶ丘”では、大熊町役場中通
り連絡事務所にて「漫談／お花見会」を開催し、４０名の参加がありました。
“しお家 小笑”さん他２名をお招きし、漫談や三味線、落語で笑いあり歌ありと春の宴を
堪能し、花見団子を食べながら交流を楽しみました。
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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
６ 付金により発行しております
Ｐ

事務局長就任の挨拶
この度事務局長の拝命を受けた半杭裕明です。
本年 4 月に町内の一部避難指示解除があり、町民の皆
様が地域で安心、安全な暮らしができるよう様々な支援
事業を順次拡大していきたいと考えております。
また、避難先での支援につきましても、状況変化を見
据え関係機関と調整し、対応を図りたいと思いますので
皆様よろしくお願い申し上げます。
事務局長

半杭裕明

これからもつながりが大切『老人クラブ会報』発行
５月８日（水）大熊町役場中通り連絡事務所にて、単位クラブ会長が会員皆様に安心して
生活ができるよう心を込めて『大熊町老人クラブ連合会会報』と『元輝新報』の袋詰めを行
い、会員全員に発送しました。
届かない会員の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが各単位クラブ会長又は、下記担
当事務局へご連絡をお願い申し上げます。
《担当事務局：大熊町社会福祉協議会中通り連絡所

宮林 TEL 024-954-5733》

一つひとつ心をこめて

生活支援ボランティアセンターつながっぺ！おおくまからのお知らせ
大熊町ひまわりプロジェクト主催による「ひまわりの種まき」が６月６日（木）１０時
から、大熊町大川原西平地内で行われます。
誰でも参加できますので、皆さんお誘いあわせのうえ参加してみませんか？
詳細については、大熊町役場産業建設課または、大熊町社会福祉協議会大熊事務所まで
お問い合わせください。
問合せ先：大熊町役場 ＴＥＬ ０１２０-２６-３８４４
大熊町社会福祉協議会 大熊事務所 ＴＥＬ ０８０-２８３１-１１４５
②

やくらいガーデン見学日帰り交流会のおしらせ
「やくらいガーデン見学日帰り交流会」を行います。季節の美しい花々と美味しいラン
チを一緒に楽しみませんか。
開 催 日：7 月 5 日（金）
場
所：やくらいガーデン
（宮城県加美郡加美町字味ヶ袋やくらい原 1-9 TEL 0229-67-7272）
対 象 者：大熊町民 40 名（当日集合場所まで来られる方）
参 加 費：2,000 円（当日集金いたします。）
集合場所：①南相馬市民文化会館（ゆめはっと駐車場）8：00（集合出発）
②相馬社会福祉協議会「はまなす館」 8：35（集合出発）
＊駐車場の数に限りがあります。
そ の 他：昼食は魚料理をご用意しております。アレルギーのある方、魚が苦手な方は
申し込みの際にお知らせください。
申
込：下記の申込先にお電話にてお申込みください。（来所でも受付いたします。）保
険加入の為、氏名、性別、生年月日、携帯番号、現住所、集合場所をお伺いい
たします。6 月 17 日（月）～6 月 24 日（月）
＊申し込みは先着順となっておりますのでご了承願います。
申 込 先：大熊町社会福祉協議会 相馬事業所

TEL

０２４４-３２-０７５８

いわきおどり踊り手募集について
平七夕まつり「第３８回いわきおどり」に町民主体の活動として参加したいと考えてい
ます。体を動かし、楽しく踊りませんか？皆様の申し込みをお待ちしております。
日 時：８月８日（木）
第２部１８：００頃より約１時間
場 所：いわき駅前大通り（国道３９９号）
定 員：５０名
参加費：無料
対 象：大熊町民（現地集合できる方）
準備物：動きやすい服装、タオル、飲物、その他必要と思われるものをご持参ください。
その他：・参加希望者が３０名以下の場合は、参加中止とさせていただきます。
・雨天中止の場合は当日１５時までに連絡をいたします。
・おどりに不安な方は練習日を設けますのでお申し出ください。練習日時は後日、
各自に連絡します。＊その他、詳細についてはお問合せください。
申 込：下記の申込先にお電話にてお申込みください。（ファックス、来所でも受付いたし
ます。）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。６月３日（月）～６月２６日（水） （平日９時～１６時）
申込先：大熊町社会福祉協議会いわき連絡所 TEL ０２４６-３８-８９２０／同８９３９
FAX ０２４６-３８-８９２１
③

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
大熊町社会福祉協議会 会津連絡所
TEL ０２４２－２９－５７６０

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
つながっぺ鹿島サロン

○つながっぺサロン「げんき」in 日新
日時：６月１１日（火）
１４：００～１５：３０

日時：６月１１日（火）
９：３０～１１：３０
場所：鹿島公民館
いわき市鹿島町走熊字鬼越 83-1
内容：保健師さんによる健康チェック
七夕飾り作成・茶話会など

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、押し花でハガキを作ろう

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：６月１９日（水）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市小高区
おだかぷらっとほーむ

日時：６月５日、１９日
（第２、４水曜日）
１３：３０～１５：３０
場所：原町区福祉会館

南相馬市小高区本町１－５３

南相馬市原町区小川町３２２－１

内容：おだかぷらっとヨガなど
問合せ先：こころのケアセンターなごみ
TEL ０２４４-２６-９７５３

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

○サロンつながっぺおおくま
in こおりやま
日時：６月１日、１５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

④

日時：６月１７日（月）
１０：００
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：七夕会
※詳細は下記社会福祉協議会まで
参加費：１００円
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３-６８-２１００

中通り地区サロン
○ホっとサロン「てとて」

○気軽に集まっぺ「もみの木」

日時：６月２６日（水）９:３０開場
場所：福島市保健福祉センター 大会議室
福島市森合町１０‐１
内容：レク協会によるレクリエーション

日時：６月１２日（水）
内容：さくらんぼ狩り
※場所、詳細等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

※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

（もみの木代表：深代賢治０９０-９５３１-１５９５）

○二本松市社協「こっ茶こっせ」

○茶話カフェ Rococo～ろここ～

日時：６月２６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：顔合わせお茶会
※詳細は下記社会福祉協議会まで
問合せ先：二本松市社会福祉協議会
TEL ０２４３-２３-８２６２

日時：６月５日（水）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：お出かけ、体験教室等
※詳細は下記社会福祉協議会まで
問合せ先：郡山市社会福祉協議会
TEL ０２４-９５３-８３３７

○伊達サロン元気が～い

○こらんしょ大熊

6 月休み
※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

日本赤十字事業活動資金ご協力のお願い
日本赤十字社福島県支部は本年で設立１３０周年を迎え、設立より今日まで、救
急法等の普及や赤十字奉仕団、青少年赤十字の育成等の活動を行っております。
また、震災以降には救援物資や家電セットの贈呈、避難先での健康増進や絆維持
を目的とした各種交流会の開催など、さまざまな支援に取り組んでいます。このよ
うな活動の継続のための活動資金の募集について、ご理解とご協力をお願い申し上
げます。詳しくは同封のチラシをご確認ください。
問合せ先：日本赤十字社福島県支部

TEL ０２４-５４５-７９９７㈹
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：６月２７日（木） １１：００～１２：００
１３：００～１４：００
場 所：大熊町役場会津若松出張所内
申 込：6 月２5 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

コールセンターのお知らせ
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

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

◎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

◎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

ホームページ：http://okuma-shakyo.or.jp/
⑥

