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４月４日（木）いわき市勿来町で、つながっぺ！勿来サロンを開催し、２０名の参加があ
りました。
今回はハンドメイド絆の早坂薫氏を中心に、木箱に和柄の生地を木目込みし、世界に１つ
だけの小物入れを作りました。出来上がった作品を見て、満面の笑みがこぼれたひとときで
した。
「素敵な作品ね」、「今度はちがう物をつくってみたい」など、次回を楽しみにする声が聞
かれました。
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七夕飾りを一緒に作りませんか♪
いわきの夏の風物詩、いわき七夕まつりが今年で１００回目を迎えるそうです。今年も
笹飾りコンテストに出展します。
くす球や吹流しは、ひとつひとつ作成しますので多くの方の協力をお願いしたいと思い
ます。皆さんからの連絡をお待ちしております。
作成期間：７月下旬まで
＜いわき＞作成場所：大熊町役場いわき出張所
作成曜日・時間：毎週水・木

２階和室

10：00～15：00

＜南相馬＞作成場所：大熊町社会福祉協議会相馬事業所会議室
作成曜日・時間：毎週水
申

10：00～15：00

込：下記問合わせ先まで申し込みお願いします。
随時受付しています。

＊いわき地区つながっぺ！サロンでも作成中です。
問合せ先：大熊町社会福祉協議会
いわき連絡所 TEL0246-38-8920 ／

相馬事業所 TEL0244-32-0758

金婚夫婦表彰申込の受付
福島県老人クラブ連合会及び福島民報社で実施している『しあわせ金婚夫婦表彰』の申
込みを受付けます。昭和４４年１月１日から同年１２月３１日までに結婚されたご夫婦が
対象となりますので、該当する方は下記の連絡先までお申込み下さい。
なお、昨年に続き敬老会とあわせて表彰式を行う予定です。また、当日参加できない場
合は郵送いたします。
○はがきや封書にて、『ご夫婦の名前』『年齢』『避難先の住所と郵便番号』『電話番号』
『結婚年月日』を記載のうえ、下記連絡先まで郵送願います。
※自己申告となりますので、ご注意下さい。
○各事務所でも受付けております。
○前回まで申込みしなかった方も受付けます。
○令和元年７月３日（水）まで受付けます。（事務手続き、氏名確認等があるため早めの
申込みお願いします。）
※賞状をお渡ししますので、氏名は戸籍上の名前でお願いします。
連絡先

大熊町社会福祉協議会

中通り連絡所

〒９６３－８０３５ 郡山市希望ヶ丘１１－１０
℡０２４－９５４－５７３３／Fax０２４－９５４－５７３４

②

大熊町老人クラブ会員親睦交流会開催のご案内
大熊町老人クラブ連合会では、高齢者が心豊かで、明るく活気に満ちた楽しい生活を送
っていただくために、この会員親睦交流会を開催することとなりました。各地に離散して
いる会員との交流を目的としていますので、ぜひこの機会にご参加くださいますようお願
いいたします。
日 時：６月１８日（火）～１９日（水）１泊２日
場 所：飯坂温泉 『摺上亭大鳥』 福島市飯坂町字中ノ内２４‐３
定 員：・いわきコース ①２５名程度
（植田駅ロータリー→泉駅バスプール→好間第１仮設）
②２５名程度
（広野駅→四ツ倉駅→いわき駅前（ミスタードーナツ前）
・県南コース（県中経由） ２５名程度
（白河市城山公園駐車場→須賀川アリーナ→郡山駅
→大熊町役場中通り事務所）
・会津若松コース ２０名程度
（会津若松駅→扇町１号仮設→大熊町役場会津若松事務所）
※参加者が少数の場合は、集合場所を再度検討します。
参加費：１０，０００円（宿泊代・保険代・交流会費・昼食代を含む）
日 程：１８日○各出発地区（予定）１１：３０～
○飯坂温泉着
１４：３０
○各種講演会
１５：００
○親睦交流会
１８：００
１９日○飯坂温泉発
９：３０
○ミステリーツアー １０：００
○各地区帰路
１１：３０～
対 象：大熊町老人クラブ会員（当日加入及び付き添い者可能）
※付き添い及び個別理由により、部屋割り（ベット等）を指定される場合は、別
途実費をお支払い願います。
申 込：５月７日（火）～５月 27 日（月）
・保険加入の為、郵便番号、氏名、性別、生年月日、現住所、単位クラブ名、
携帯番号、集合場所を下記問合わせ先までお電話にてお知らせください。
※（部屋割り等の希望がある方はファックスでお願いします。）
・詳細については申込者に別途郵送いたします。（6 月初旬予定）
問合わせ先：大熊町社会福祉協議会
いわき連絡所
℡0246-38-8939/FAX 同 8921
中通り連絡所
会津連絡所

℡024-954-5733/FAX 同 5734
℡0242-29-5760/FAX 同 5761

《大熊町老人クラブ連合会事務局担当
③

中通り連絡事務所：宮林

良周》

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！！
会津地区サロン

いわき地区サロン

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
つながっぺ葉山サロン

○つながっぺサロン「げんき」in 日新
日時：５月１４日（火）
１４：００～１５：３０
場所：日新コミュニティセンター

日時：５月１４（火）
９：３０～１１：３０
場所：葉山集会所
いわき市葉山 1 丁目 18-11
内容：茶話会、七夕飾り作成 など

２階講習室

会津若松市日新町８－２８
内容：お茶会、レクリエーションゲーム

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：５月２０日（月）
１０：００～１１：３０
場所：南相馬市鹿島保健センター

日時：５月８日、２２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：お茶会、健康相談など
※詳細は下記社会福祉協議会まで
問合せ先：こころのケアセンターなごみ
TEL ０２４４－２６－９７５３

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
※詳細は下記社会福祉協議会まで
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

○伊達サロン元気が～い
日時：５月１６日（木）１１：００～
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：食事会
参加費：５００円
※詳細は下記社会福祉協議会まで
問合せ先：伊達市社会福祉協議会
TEL ０２４－５７６－４０５０

○二本松市社協「こっ茶こっせ」
５月休み

④

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：５月２８日（火）１０：００～
場所：大玉村総合福祉センターさくら

日時：５月４日、１８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

安達郡大玉村玉井字字東三合目１９

内容：二ュースポーツを楽しもう
※詳細は下記社会福祉協議会まで
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３-６８-２１００

○気軽に集まっぺ「もみの木」

○ホっとサロン「てとて」

日時：５月１１日（土）１３：００～
場所：白河市立図書館
白河市道場小路 96－5
内容：情報交換等
※詳細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 TEL024-954-5733

日時：５月２２日（水）９:３０開場
場所：福島市保健福祉センター 調理室
福島市森合町１０‐１
内容：皆で作ろう簡単おやき
準備物：エプロン、三角巾、スリッパ
※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）

○茶話カフェ Rococo～ろここ～

○こらんしょ大熊

日時：６月５日（水）１３：３０～
場所：郡山市総合福祉センター

場所：山形県
※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

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

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
場

時：５月２３日（木）

１１：００～１２：００

１３：００～１４：００

所：大熊町役場中通り連絡所内

申 込：５月２1 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
⑤

大熊事務所開設のお知らせ
５月７日（火）から大熊町役
場庁舎内に大熊事務所を設置し
ます。
事 務 所 には職員３ 名を配置
し、帰還した町民が安心して生
活を送れるよう訪問活動や在宅
福祉サービス事業等を実施して
参ります。
困りごとがありましたらお気
軽にご相談ください。

左から
武内義和・志賀翔一所長・橋本智子

住
電

所
話

：
：

大熊町大字大川原字南平１７１７
０８０－２８３１－１１４５

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

