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中通り連絡事務所
郡山市希望ケ丘 11-10
☎０２４- ９８３- ０６８６

町内にある食堂をご利用の皆さんへ

１回あたり７００円の助成を行います
町は、町内にある以下の食堂を利用する方に、食事１回あたり 700 円の助成を１人につき期間中最大４回
問大熊町役場 生活支援課 生活支援係 ☎０２４０- ２３- ７４４４
まで行います。
■対象者

・申請時に大熊町に住民登録のある方

■対象食堂

・2011（平成 23）年３月 11 日に大熊町に住民登録のあった方

食堂名
大熊食堂
魚定食おしだ

営業時間（ラストオーダー）
平日の午前 11 時～午後２時（午後１時 45 分）
月～木の午前 11 時～午後２時（午後１時 45 分）

和食さかい

平日の午前 11 時～午後２時（午後１時 30 分）
、月～木の午後５時～９時（午後９時）

軽食・喫茶レインボー

午前 11 時～午後３時（午後２時 30 分）
、午後５時～８時（午後７時 30 分）※不定休

はるカフェ

火～土の午前７時～午後５時（午後４時 30 分）

■助成額等

・対象食堂での食事１回につき 700 円

■注意事項

■利用期間

４月１日～令和５年３月 31 日（金）

・必ず食事前に助成券を申請・利用してください。

・１人につき期間中最大４回まで

・交付申請の際、身分証による本人確認を行います。

■申請・利用方法

食事後は利用できません。

①生活支援課または各出張所の窓口で助成券の交付を

・助成券は１人１枚ずつしか利用できません。

②交付された助成券を、対象食堂内で提示する。

・一度交付した助成券は再交付できません。

申請する。

・助成券は助成金額を超える場合のみ使用できます。

※大熊食堂のみ食堂内の売店で提示してから食券を購
入する。
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問 大熊町役場

保健福祉課

保健衛生係

☎０２４０- ２３- ７４１９

大熊町新型コロナワクチン接種コールセンター

☎０１２０- ２０５- ８０８

町内接種（３回目）の予約方法（5 月分）
【集団接種】
①コールセンターに電話で予約する

☎０１２０－２０５－８０８
受付時間：午前９時～午後５時 （土日祝日は除く）

②接種日を決める（定員：予約枠１日あたり約 100 人）
予
約
枠

追加（３回目）
接種日

使用
ワクチン

１

５月 18 日（水）

ファイザー

２

５月 25 日（水）

モデルナ

住民福祉
センター

常磐道

35

災害公営住宅

大熊町新型コロナワクチン接種コールセンター

診療所

■申込先

大熊町役場

大熊町住民福祉センター（大川原字南平 1920-1）

号線

■接種会場

商業施設

４月 22 日（金）午前９時～

県道

■予約受付開始日

町道東 67 号線

もみの木苑

＜住民福祉センター地図＞

※接種日によってワクチンの種類が異なります。予約時にご確
認ください。
※予約に空きがある場合は 12 歳以上で２回目接種から６か月
経過した方を前倒しで募集します。最新の情報は町公式サイ
トをご確認ください。
※２回目接種を終了した日から、ご自身の接種できる時期をご
確認の上、お申し込みください。

③接種時間を決める
午前 10 時 30 分～／午前 10 時 45 分～／午前 11 時～／午前 11 時 15 分～／午前 11 時 30 分～
午後１時 30 分～／午後１時 45 分～／午後２時～／午後２時 15 分～／午後２時 30 分～

【１・２回目接種をご希望の方】
1・2 回目の接種を希望される方は、集団接種と同様にコールセンターにお申し込みください。
■対象者

12 歳以上の未接種者（15 歳以下の方は保護者の同意と同伴が必要です）

※接種日等についての詳細は調整してご連絡します。
※小児（５～ 11 歳）接種は町内で実施していません。

町外で接種を受ける方へ
接種予約時期は各自治体によって異なります。接種券が届いてもすぐに予約ができない場合がありますの
で、必ず避難先自治体の広報紙や公式ホームページ、コールセンターで最新の情報を確認してから予約して
ください。
接種券に同封した「住所地外接種届出済証」を持参すれば避難先で接種ができます。ワクチンの供給量は
避難先でも十分に確保されます。感染拡大防止の観点からも、避難先での接種にご協力ください。
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新型コロナワクチン接種の予約について
新型コロナワクチン３回目（追加接種）接種券の発送状況
大熊町に住民票のある方で２回目接種を終了した順に、段階的に「新型コロナワクチン（３回目）接種券」
を発送しています。現時点で町に届け出のある避難先（送付先）に送付していますので、下記の接種時期を
確認し、ご自身の接種時期になってもお手元に届いていない場合はコールセンターまでご連絡ください。

■対象者

２回目接種を終了した日から、下表の期間が経過した 12 歳以上の方
対象者

経過期間

医療従事者等や高齢者施設等の入所者・従事者、65 歳以上の方

６か月

12 歳以上 64 歳以下の方

７か月

◎４月１日時点の情報です。必ずお住まいの自治体の最新情報を広報やホームページでご確認ください。
◎予約状況によっては、７か月を経過してなくても接種を受けられる場合があります。ただし、必ず２回目
接種終了後６か月の間隔を空けて接種してください。
■注意点

・10 代、20 代の男性は武田／モデルナ社のワクチン接種後に心筋炎・心膜炎を疑われる報告の
頻度が高いことから、ファイザー社のワクチンも選択できます。
・２回目接種を終了した順に、段階的に「新型コロナワクチン（３回目）接種券」を発送します。
同じ年齢の方でも２回目の接種日によりお知らせの到着する時期が異なります。
・他自治体で２回目を受けた後に町に転入された方は接種券発行の申請が必要です。該当する方
はコールセンターへご連絡ください。

12 歳～ 17 歳の方も３回目接種も受けられるようになりました
■対象者
新しく接種の対象になるのは、２回目のワクチン接種を終了した１２歳以上の方です。基礎疾患のある方
などの「重症化リスクが高い方」は特に接種をおすすめしています。（接種にあたっては、あらかじめかかり
つけ医などとよく相談してください）
■使用するワクチン
12 ～ 17 歳の方は、ファイザー社のワクチンを使用します。１・２回目の接種量と同じ量を接種します。
１８歳以上の方に用いているものと同じワクチンです。
◎ワクチンを受けるには、ご本人または保護者（※）の同意が必要です。
ワクチンを受ける際は、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただ
いた上で、ご本人または保護者の意思に基づいて接種をご判断ください。受ける方または保護者の同意なく、
接種が行われることはありません。
（※）12 ～ 15 歳の方は保護者の同意が必要です。予診票に保護者の署名がなければ予防接種は受けられま
せんので、ご注意ください。
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おおがわら会
おおくま中通り会

わ ら 会 」 は、 春 の ネ ク サ ス
（郡山市喜久田町）

場 四季の里緑水苑

時 ５月

内 バーベキュー交流会

ファームおおくま視察会を開

町内コミュニティ「おおが

町図書館の資料整理等を一
催します。

図書館の資 料 整 理
ボランティ ア 募 集

緒にお手伝いいただけるボラ

日（木）午前 時～

ンティアを募集します。

☎ ０９０（５８３６）８３６３
（栃久保次郎）

パークゴルフ夫沢会

夫 沢 １ 区・ ２ 区・ ３ 区 の

パークゴルフ交流会を開催し

ます。地区の皆さんの多数の

参加をお待ちしています。

費 １０００円
対 大熊町民の皆さん

時 毎月第４金曜日

視察の中で初めての試み
として摘み取り体験を行いま

持 飲酒希望者は各自持参

■活動内容
・資料の配架、書架の整理
す。対象は会員とその家族で

場 二ツ沼総合公園パークゴ

午前９時集合

・資料の整備、汚れや破損等
日（金）

申 必要

おおがわら会は、会員とし

ルフ場（広野町）

☎ ０８０（６０４８）９９３８
（夫沢１区・佐藤秀一）
（夫沢２区・和田廣）

☎ ０９０（５３５８）８９３２
（片倉荘次）

チームゆうしょう

汐笑プロジェクト
team

☎ ０９０（６２２８）９７７６
（夫沢３区・冨田英市）
大野１区・２区のパークゴ

駅前地区パークゴルフ
交流会

☎ ０９０（９６３３）９２３８

（斎藤重征）

０２４（９５４）８８７８

☎ ０９０（８４２３）６５１５

期 ５月

す。

・教育委員会が主催する図書
て大川原に集い、交流を図り

の修繕
館・読書活動推進関係イベ
たい方を募集しています。

内 イチゴ工場視察＆摘み取り

か！

チゴ工場を視察してみません

この機会に会員になってイ

ントへの協力
■応募要件
５月以降に教育総務課が開
歳以上の方
体験付き
時 ５月１日（日）

時集合

問

汐笑プロジェクト
team

yunamayumiyu_k@

yahoo.co.jp
☎ ０９０（３６４４）８７２２
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催する研修等も含めて参加可
能な
■申込期限
５月６日（金）まで

大熊町役場午前

場 ネクサスファームおおくま

場 link
る大熊 費 無料
※ただし、会場で具志堅さん

午後２時～４時

時 ５月４日（水・祝）

「ガマフヤー」
になったわけ』

内 講 話『 僕 が 遺 骨 を 掘 る 人

て講話会を開きます。

具志堅隆松さんを講師に迎え

ルフ交流会を開催します。参
汐笑プロジェクト
team
加希望者はお申し込みくださ （ 主 催： 木 村 紀 夫 さ ん ） は、
い。詳細は申込時にお伝えし
ます。
分集合

日（土）
午後０時

時 ５月

場 二ツ沼総合公園パークゴ

ルフ場（広野町）
☎ ０９０（９５３５）８４０４
（中里忠良）

の活動へカンパをお願いす

・手指の消毒をしましょう

・検温をしましょう
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☎ ０９０（２２７９）７３４０

る予定です。

あります。ご了承ください。

26

20

（浜本幸一）

・２ｍの間隔をあけましょう

・マスクを着用しましょう

開催については、事前に各イベント

の主催者にお問い合わせください。

・体調が悪い場合は参加を見送りましょう

で、各種イベントが中止となる場合が

イベント参加の心得

新型コロナウイルス感染拡大の影響

FAX

ﾒｰﾙ

新型コロナウイルス感染拡大防止のための

イベントの中止・延期にご注意ください

■応募方法
ホームページから申請書を

費小学生以上５００円、未就

日（火）まで

人

対 会員とその家族

学児は無料

ダウンロードし、必要事項を記
入して、郵送・ＦＡＸ・メール
または窓口でご提出ください。

定先着
申必要

申請書は教育総務課・各出
張所にも設置しています。

期 ４月

☎ ０７０（５５８１）５９３９

問 大熊町復興支援員

教育総務課

問 大熊町役場

社会教育係
）７１９４

）７１０１
（受付時間：平日の午前９時

～午後５時）

30

10

☎０２４０（

kyoikusoumu@town.
okuma.fukushima.jp

23

☎０２４０（

30
26

）７８４６

23 23

14

18

ＦＡＸ
０２４０（
ﾒｰﾙ

