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３月７日（木）なかどおりサロンｉｎ希望ヶ丘では、「アイシングクッキー教室」を開催し、
３４名の参加がありました。
砂糖と卵で作ったクリームでクッキーのキャンバスに絵や模様を描き、ステキなアイシング
クッキーが出来上がりました。お子さんたちもお母さんと一緒にアイシング体験をしたり、お
友達との遊びを楽しんでいました。
今年度も、楽しく交流できるサロンを開催いたしますので、ぜひご参加ください。
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６Ｐ

今年度も！交流会・サロンでつながっぺ！

平成３１年度も各地区や事務所等でレクリエーションや小物
作り、介護予防を兼ねた軽運動を取りいれながらの交流会、サロ
ンを開催していきますので皆さんの参加をお待ちしております。

復興拠点事務所開設のお知らせ
平成３１年５月からの大熊町役場新庁舎開設に併せて、本会も新庁舎内に事務所を開設い
たします。復興拠点で町民の方が安心して暮らせるよう、見守り活動等の支援活動に取り組
んで参ります。
なお、避難先事務所においても引き続き活動して参りますのでよろしくお願いします。

②

苦情解決制度のご案内
本会では法律に基づき苦情解決委員会を設置しております。これは、本会が提供するサ
ービスの利用者の権利を守り、安心して満足なサービスを受けられるよう設けられた制度
です。具体的には、利用者からの苦情や要望を受け付ける窓口を設置し、場合によっては
第三者委員等の助言を仰ぎながら、解決を図る制度となっております。サービスの質の向
上に役立ててまいりたいと思いますので、気兼ねなくお問合せくださいますよう、よろし
くお願い申し上げます。

【第三者委員名簿】
平成 31 年 2 月 20 日開催
の苦情解決委員会の様子。
この日は委嘱状交付と、福
島県運営化適正化委員会職
員による制度概要等の研修
を行いました。

佐藤 京子
佐嶋みつえ

（写真）

齋藤 重征
石橋 英雄

問合せ先：大熊町社会福祉協議会 いわき出張所 TEL０２４６－３８－８９３８

『なかどおりサロンｉｎ希望ヶ丘』のお知らせ
４月『漫談／お花見会』
日 時：４月１８日（木）
時 間：10：00～11：45

５月『ピザパーティー』
日時：５月１６日（木）
時間：10：00～11：45

場

場所：大熊町役場中通り連絡事務所内
第１・２会議室
内容：ピザ作り
持ち物：エプロン、三角巾、
麺棒(お持ちの方)
参加費：１００円（材料費の一部）
申込み：４月１日（月）～５月１０日（金）

所：大熊町役場中通り連絡事務所内
第１・２会議室
内 容：漫談「しお家 小笑」／お花見会
（花見だんごを食べながら、漫談や
落語を楽しく鑑賞しましょう）
参加費：無料
申込み：４月１日（月）～４月１５日（月）

※ピザ作りをしない方の参加も大歓迎です！
ピザができるまで、コミュニケーションマ
ージャンを楽しみましょう！！

申込先：大熊町社会福祉協議会 中通り連絡所
ＴＥＬ ０２４‐９５４－５７３３
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！！
会津地区サロン

問合せ先：大熊町社会福祉協議会 会津連絡所
TEL ０２４２－２９－５７６０
＊門田のサロンは、３月で終了となり
ました。日新サロンは継続しており
ますので是非足を運んでください。

○つながっぺサロン「げんき」in 日新
日時：４月９日（火）
１４：００～１５：３０

お待ちしております。

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、大人の塗り絵（脳を活性化
しよう）

いわき地区サロン

問合せ先：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
つながっぺ平サロン
日時：４月２２日（月）
９：３０～１１：３０
場所：いわき産業創造館
ラトブ 6 階（会議室 2）
いわき市平字田町 120 番地
内容：茶話会、七夕飾り作成 など

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：４月１０日、２４日
（第２、４水曜日）
１３：３０～１５：３０
場所：原町区福祉会館

日時：４月１５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：お茶会、健康相談など
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

④

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：４月６日、２０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

○気軽に集まっぺ「もみの木」

日時：４月１６日（火）
９：００集合
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：緑水苑でバーべキュー
※詳細は下記社会福祉協議会まで
参加費：２，０００円
問合せ先：大玉村社会福祉協議会
TEL ０２４３-６８-２１００

○ホっとサロン「てとて」

日時：４月１３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：４月２４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：介護予防体操
※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）

○こらんしょ大熊

○伊達サロン元気が～い
４月休み

※詳細は下記こらんしょ大熊代表まで

○二本松市社協「こっ茶こっせ」
４．５月休み

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

○茶話カフェ Rococo～ろここ～
６月開催

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：４月２５日（木） １１：００～１２：００
場 所：大熊町役場いわき出張所内
申 込：４月２３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

１３：００～１４：００

見守り活動のお知らせ
平成 31 年 4 月から福島県内に避難する町民の皆様の生活状況を踏まえて、支援
を必要とする高齢者や制度利用者（介護・障がい等）などの方々へ重点的な訪問を
させていただくことになりましたので、ご理解願います。
なお、何かお困りごとや心配ごとがありましたら、お気軽に下記コールセンター
または、各連絡所へご相談下さるようお知らせいたします。

コールセンター
０１２０－２９－５７６０
開 設 場 所
大熊町社会福祉協議会

受 付 時 間
平日 ９：００～１６：００

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

ホームページ：http://okuma-shakyo.or.jp/
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