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喜多方へ行こう！第２弾 NPO 法人喜多方市グリーン・ツーリズムサポートセンター支
援による「竹細工体験」をおぐに交流の郷にて開催しました。
参加者の皆さんは師匠の器用に動く手足を見逃すまいと四苦八苦しながらも必死に取り
組んだ結果、それぞれすばらしい竹かごが出来上がりました。帰りの車内では出来上がっ
た作品をお互いに評価しあい笑顔がたえませんでした。今後も交流事業を開催して行きま
すので、たくさんのご参加をお待ちしています。

県内外へ避難されている皆様へ
現在、避難先で集いやサロンを自主的に開催しているところや、避難先社協等の支援を受
けて開催している地域もあります。是非参加してみてください。
自ら「声を出すこと」
「つながりを持つこと」が、孤立化や孤独死を防ぐための第一歩で
あると考えています。
どうぞお気軽に最寄りの社会福祉協議会にお問い合わせください。

みんなでお茶を飲みながらおしゃべりを楽しんだりして避難生活の疲れを癒し
ませんか。各地区でサロンが開催されていますので、最寄りの会場にぜひお越し
ください。

会津地区
○つながっぺサロン「なごみ」in 門田
日時：３月１３日（木） １０：００～１１：３０
場所：南公民館１階 日本間
会津若松市門田町中野字大道西１３
内容：小物作りなど
参加費：１００円

○喜多方の集い
日時：３月２日（日） １０：００～１１：３０
場所：喜多方市総合福祉センター
喜多方市上江３６４６－１
内容：ひな祭り

○つながっぺサロン「げんき」in 日新
日時：３月１８日（火） １4：００～１5：３０
場所：日新コミュニティセンター２階 和室
会津若松市日新町８－２８
内容：小物作りなど
参加費：１００円

○つながっぺサロン「ひまわり」in 一箕
冬期間はお休みします。

会津地区サロン
問合せ先：大熊町社会福祉協議会
TEL ０１２０－２９－５７６０

いわき地区
○サポートセンターサロン

○いわき平サロン「ひなたぼっこ」

日時：３月４日（火）
日時：第１・２・３木・金・土曜日
９：３０～１１：３０ １３：３０～１５：００
１０：００～１５：００
場所：大熊町役場いわき出張所２Ｆ
３月１，６，７，８，１３，１４，１５日
いわき市好間工業団地 1-43
場所：いわき市内 食彩館スカイストア内
内容：お茶会・小物作り・レクリエーションなど
いわき市平字一町目２５
問合せ先：大熊町社会福祉協議会いわき連絡所
内容：健康相談、介護相談、お茶会など
TEL ０２４６－３８－８９２０
問合せ先：福島県立医科大学看護学部
TEL ０２４－５４７－１８８１
○つながっぺおおくま

いわき鹿島サロン
日時：３月１８日（火） ９：３０～１１：３０
場所：鹿島公民館 1F 和室
いわき市鹿島町走熊字鬼越 83-1
内容：お茶会、小物作りなど
問合せ先：大熊町社会福祉協議会いわき連絡所
TEL ０２４６－３８－８９２０

○つながっぺおおくま
いわき泉サロン
日時：３月２５日（火） ９：３０～１１：３０
場所：泉公民館 2F 研修室
いわき市泉町 4-13-11
内容：お茶会、小物作りなど
問合せ先：大熊町社会福祉協議会いわき連絡所
TEL ０２４６－３８－８９２０

○大熊町交流カフェ
日時：３月１７日（月） １０：００～１２：００
場所：いわきサポートステーションもみの木
いわき市中央台高久２－２－１１
内容：お茶会、小物作り、男の料理など
（小物作りに参加の方は、並太毛糸と
輪針をお持ちください）
問合せ先：いわきサポートステーションもみの木
TEL ０２４６－３８－７４４４

中通り地区
○サロンつながっぺおおくま
in こおりやま
日時：３月１、８、２２、２９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、ヨガ教室、など
問合せ先：大熊町社会福祉協議会中通り連絡所
TEL ０２４３－２４－１３３８

○大玉村社協サロン
日時：３月２０日（木） １０：００～１１：３０
場所：大玉村総合福祉センターさくら
大玉村玉井字東三合目 19
内容：お茶会など
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」
日時：３月１２日（水） １３：００～１５：００
場所：マイタウン白河３階 和室
白河市本町２
内容：お茶会など
問合せ先：大熊町社会福祉協議会中通り連絡所
TEL ０２４３－２４－１３３８

○ホっとサロン「てとて」
日時：毎月第２・４水曜日 ９：３０～１１：３０
３月１２、２６日
内容：保健セミナー（12 日）、
レクリエーション（26 日）
場所：福島市保健福祉センター
福島市森合町１０－１
問合せ先：福島市社会福祉協議会
TEL ０２４－５３３－８８８１

○茶話カフェ Rococo～ろここ～
日時：第１・３水曜日 １３：３０～１５：３０
３月５、１９日
場所：郡山市総合福祉センター
郡山市朝日１－２９－９
内容：レクリエーション、お茶会など
問合せ先：郡山市社会福祉協議会
TEL ０２４－９３２－５３１１

相馬地区
○かしまに集まっ会
日時：３月１８日（火） 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
内容：お茶会、軽体操など
問合せ先：鹿島保健センター
TEL ０２４４－４６－１４５１

○借り上げ住宅サロン
日時：毎週水曜日 １３：３０～１５：３０
３月５、１２、１９、２６日
場所：南相馬市原町区福祉会館
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 ０２４４－２６－８８２３

町民交流事業「ケーシー高峰～健康笑話～」開催のお知らせ
日

時：３月９日(日)
１０：３０～１２：００ ケーシー高峰～健康笑話～（大ホール）
１２：００～１４：００ 自由懇談会（１階大講義室・４階大会議室）
会
場：いわき市文化センター
〒970-8026 いわき市平字堂根町１番地の４ TEL 0246-22-5431
定
員：４８６名（定員になり次第締切らせて頂きます。）
参 加 費：１人 ５００円（昼食代含む。）
交通手段：【バス】会津若松市方面
①大熊町役場会津若松出張所 ７：４５
②会津若松駅前
７：４５
【バス】中通り方面
③福島駅西口観光バスプール 7：４５
郡山駅西口観光バスプール ８：３０
④白河駅前送迎用駐車
７：４５
郡山駅西口観光バスプール ８：３０
【直接ご来場の方】
駐車場が少ないため近隣の公共駐車場をご利用ください。
※帰宅は、いわき市文化センターを １４：１５ 出発予定
申
込：３月５日(水)まで。席にまだ若干の余裕がありますのでぜひお申し込みください。
申 込 先：大熊町社会福祉協議会 会津若松出張所 ℡ ０１２０－２９－５７６０
Fax ０２４２－２９－５７６１
大熊町社会福祉協議会 いわき連絡所
℡ ０２４６－３８－８９２０
Fax ０２４６－３８－８９２１
大熊町社会福祉協議会 中通り連絡所
℡ ０２４３－２４－１３３８
Fax ０２４３－２４－１３３９

“つながっぺ・おおくま～中通りのみんなで集まろう！”開催近づく！！
間もなく開催となりますので、参加を希望する方は中通り連絡所までご連絡ください。
日
会

時：３月１５日(土) １０：３０～１４：００
場：郡山市総合福祉センター ５階「集会室」
郡山市役所裏 郡山市朝日１丁目２９番９号

TEL 0246-22-5431

参 加 費：１人 ５００円（昼食代含む。）
交通手段：【バス利用の方】次の地域からは、送迎用のバスを用意します。
①福島地域
ＪＲ福島駅西口観光バスプール集合 ９：００出発
②白河地域
ＪＲ白河駅前送迎用駐車場集合
９：００出発
③須賀川地域
須賀川市アリーナ駐車場集合
９：４０出発
【直接ご来場の方】
・会場の駐車場には限りがあるため、相乗りでの参加をお願いいたします。
・施設の駐車場が満車の時は、郡山市役所もしくは開成山公園駐車場をご利用
願います。
服
装：軽いレクリエーションが出来る服装（各自寒さ対策の服装にて。）
申
込：３月６日（木）まで
申 込 先：大熊町社会福祉協議会 中通り連絡所
TEL ０２４３－２４－１３３８

３．１１追悼及び復興イベントの開催
東日本大震災及び原子力発電所事故の影響により避難生活を余儀なくされ、早３年を過ぎ
ようとしております。震災で亡くなられた方の追悼を行うと共に少しでも前向きな生活が送
れるよう、また大熊町民が形はいろいろあってもつながっていたいという願いをこめたイベ
ントを下記日程で開催いたします。
ぜひ、お誘い合わせのうえご参加ください。
日
会
内

時：３月１１日（火）１４：００～１８：３０
場：大熊町役場会津若松出張所 前庭及び２階会議室
容：メッセージカード作成 １４：００～
写真等展示
１４：００～
追悼式（黙とう）
１４：４６～

ロウソク点火
１７：３０～
（ボランティアによる豚汁及び甘酒の無料配布あります）
問合せ先：大熊町社会福祉協議会 会津若松出張所 TEL ０１２０－２９－５７６０

伊達市社協“げんきが～い”のご紹介

「新年の書初め」に挑戦する参加者

伊達市社会福祉協議会では、伊達市内で避難生活を送ら
れている方を対象に、
「気軽に集える憩いと安らぎの時」を
過ごしていただければと、保原中央公民館をメイン会場と
して、“げんきが～い”の名称でサロンを開いております。
このサロンでは、レクリエーションや各種の講座、県内
どころか隣接県のスポットまで広げてのミニ旅行など、四
季折々に趣向を凝らし、
「誰でもがいつでも参加しやすいサ
ロン」づくりに取り組まれております。参加者からは、和
やかな雰囲気の中で「しばしいっときの楽しい時間を過ご
させて頂いております。」と喜ばれております。
主催している伊達市社協のスタッフからは、
「遠慮なく参
加頂くことが、私たちにとっての喜びです。」と避難されて
いる皆さんの参加を心待ちにしております。

「福祉レクリエーション講座」開催日程変更
なごみ２月１５日発行でお知らせしました３月５日いわき開催の「福祉レクリエーション
講座」は、都合により３月１３日に変更となりましたので、再度お知らせいたします。
日

時：①いわき開催 ３月１３日（木）１３：３０～１５：３０
②会津開催
３月１７日（月） ９：３０～１１：３０
会 場：①大熊町役場いわき出張所２階 コミュニティーホール
②大熊町役場会津若松出張所２階 第二会議室
対象者：ボランティアに興味のある方、ボランティアセンター登録会員
講 師：レクリエーション協会
申 込：３月１２日（水）まで氏名、連絡先を下記申込先にご連絡ください。
申込先：大熊町社会福祉協議会 会津若松出張所 TEL ０１２０－２９－５７６０
大熊町社会福祉協議会 いわき連絡所
TEL ０２４６－３８－８９２０

いわき仮設住宅健康相談・サロンの開催
開催日程
・好間第１仮設南
・好間第２仮設
・好間第３仮設
・鹿島第１仮設
・鹿島第２仮設
・渡辺仮設
・上神白仮設

３月 ６日（木）
３月 ６日（木）
３月 ７日（金）
３月 ７日（金）
３月１３日（木）
３月 ５日（水）
３月 ５日（水）

１３：３０～１５：００
１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：００
１０：００～１１：３０
１０：００～１１：３０
１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：００

会 場：各仮設集会所
内 容：保健師さんによる健康相談、お茶会など
問合せ先 大熊町社会福祉協議会 いわき連絡所

TEL ０２４６－３８－８９２０

弁護士との座談会開催のご案内
皆さんが普段気になっていることを気軽に話してもらい、ご質問に弁護士がお答えしていき
ます。今回は贈与税や相続税について簡単な説明も行います。どなたでも参加できますので、
お気軽にお越しください。
日
会

時：３月２０日（木） １３：３０～１５：００
場：松長近隣公園仮設住宅 第一集会所
会津若松市一箕町松長 1 丁目 17-1
問合せ先 大熊町社会福祉協議会 会津若松出張所 TEL ０１２０－２９－５７６０

大熊町社会福祉協議会 連絡先
◎会津若松出張所

◎いわき連絡所

住

所：〒９６５－０８７３
会津若松市追手町２－４１
フリーダイヤル
０１２０－２９－５７６０
電 話：０２４２－２９－５７６０
ＦＡＸ：０２４２－２９－５７６１

住 所：〒９７０－１１４４

◎会津若松生活支援相談室

◎中通り連絡所

住 所：〒９６５－０８７３
会津若松市追手町２－４１
大熊町社会福祉協議会事務所内
電 話：０２４２－２６－４０７７
ＦＡＸ：０２４２－２６－４０７７

住 所：〒９６４－０９１５
二本松市金色４２１－１０
大熊町役場中通り連絡事務所２階
電 話：０２４３－２４－１３３８
ＦＡＸ：０２４３－２４－１３３９

いわき市好間工業団地１－４３
大熊町役場いわき出張所内
電 話：０２４６－３８－８９２０
ＦＡＸ：０２４６－３８－８９２１

