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ＮＰＯ法人喜多方グリーンツーリズムサポートセンター支援による「アスパラ収穫体験」
を催しました。ハウス栽培されているきらりファームの方から説明を聞いた後、参加者は
少しでも長く、太いアスパラを探しながら楽しく収穫する事ができたようです。昼食は、
喜多方の打ちたての美味しいお蕎麦を食べて、とても楽しく充実した一日を過ごせました。
「今日は楽しかった。次回も参加しようかな？」と、お声もいただきました。今後も交流
事業を行っていきますので、たくさんのご参加をお待ちしております。

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。

“つながっぺ・おおくま～中通りのみんなで集まろう！”開催のお知らせ
避難生活も３年目を迎えようとしております。中通り地方に避難されている皆さんから
は、
「近隣にどなたが居るか未だに分からない。」とよく聞かれます。そこで、中通り地方に
避難されている町民同士の親睦と絆を深め、交流の促進を図るための集いを下記のとおり開
催いたします。多くの町民の皆様のご参加をお待ちしております。
日
会
内

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
容：和気あいあい、ジャンボ牌（パイ）でのマージャン大会
おおくま町の“地名”と“名所”ビンゴゲーム

中通り地方で催されている集いやサロン等の紹介
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。
参 加 費：１人５００円（昼食代含む。）
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。）
申込期間：２月１７日（月）～２月２８日（金）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 Fax ０２４３－２４－１３３９
なお、参加を希望する方は上記までに電話かＦＡＸで必ずお申し込みくださ
い。参加申込者には、後日詳細をお知らせいたします。

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( 大ホール )
いわき市平字堂根町１番地の４ TEL 0246-22-5431
定
員：４８６名
参 加 費：１人 ５００円（昼食代含む。）
申
込：期間は、２月２４日(月)まで。（定員になり次第締切らせて頂きます。）
申 込 先：大熊町社会福祉協議会
大熊町社会福祉協議会
大熊町社会福祉協議会

会津若松出張所 TEL ０１２０－２９－５７６０
いわき連絡所
TEL ０２４６－３８－８９２０
中通り連絡所
TEL ０２４３－２４－１３３８

民生児童委員協議会が厚生労働大臣表彰の受賞
この度、多年にわたる民生児童委員活動の
実践を通じて共に支えあう地域社会づくりに
貢献されその功績を称え、平成２５年度全国
社会福祉大会において大熊町民生児童委員協
議会が優良活動団体として厚生労働大臣表彰
の受賞となり、新旧役員が町長に報告致しま
した。

いわき地区サポートセンターサロンを開催しました
1 月 21 日(火)大熊町役場いわき出張所 2 階コミュニティーホ
ールにてお茶会、レクリエーション[輪投げで、陣取りゲーム]を
午前、午後と 2 回に分けて行いました。皆さんの耳にはあまり届
いていなかったようで、参加者の方が少なかったのですが、少な
い人数でも情報交換などをし、輪投げで楽しく過ごす事ができま
した。今後も行っていく予定ですので、ぜひお立ち寄りください。
皆さんの参加をお待ちしております。

0

郡山市社協“茶話カフェＲｏｃｏｃｏ・ろここ”のご紹介
郡山市社会福祉協議会では、郡山市内で避難
生活を送られている方を対象に、毎月第１・３水
曜日に気軽に集える憩いの場として、郡山市総合
福祉センターにおいて“茶話カフェ「Rococo・
ろここ」を開いています。
このサロンでは、健康づくりやゲーム等のレ
クリエーションをはじめ趣味や手芸の講座など
趣向を凝らし、「誰でもがいつでも参加できるサ
ロン」づくりに取り組まれており、参加者からは
「茶話カフェ・ろここ」で抹茶を楽しむ
大変喜ばれております。
参加者
このサロンには、
郡山市に避難されている双葉地方の皆さんが多く参加されており、同郷
のよしみで和気あいあいの雰囲気の中、“茶話カフェ”のネーミングにあるようにお茶を飲
みながら楽しい時間を過ごされております。
主催している郡山市社協のスタッフからは、「気軽に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。

喜多方へ行こう！！

～「そば打ち体験」の開催～

ＮＰＯ法人喜多方市グリーン・ツーリズムサポートセンターによる「そば打ち体験」を開
催します。自分で打ったそばを堪能してみてはいかがですか。ぜひ、ご参加ください。
日

時：３月７日（金）
会津若松駅前

９：３０集合

会

場：喜多方市熊倉町おぐに交流の郷

定

員：２０名（定員になり次第締切）

参 加 費：無料
準

備：エプロン、三角巾

申

込：２月１７日（月）から２月２８日（金）まで下記申込み先に氏名、性別、
生年月日、現住所、連絡先をお知らせください。

申 込 先：大熊町社会福祉協議会会津若松出張所

TEL ０１２０－２９－５７６０

「福祉レクリエーション講座」開催
福祉レクレーション講座で、体を動かしながら楽しい時間を過ごしませんか。参加費は無
料です。ぜひ、お友達もお誘い合わせの上ご参加ください。
＊当日は動きやすい服装でご参加ください。
日

会

時：①いわき開催 ３月５日（水）
１３：３０～１５：３０
②会津開催
３月１７日（月）
９：３０～１１：３０
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：２月１７日（月）から２月２８日（金）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

この広報は日韓共同募金会から寄せられた寄附金の一部を財源として発行しております。

大熊町社会福祉協議会では、業務拡大のため臨時職員を下記の要領で募集することになり
ました。
なお、募集要項等詳細につきましては社協事務局までお問い合わせ下さるようお願いしま
す。
≪臨時職員≫
・業務内容―いわき地区においてそれぞれ避難者宅を定期的に訪問し、安否確認、相談連
絡調整等及び事務補助を行う。
・募集人員―４名
・雇用形態―臨時職員（平成２６年４月１日から平成 27 年３月３１日、期間更新あり）
・勤務時間―8 時 30 分から 17 時 15 分まで（土日、祝祭日は休日）
・賃 金 等―日給 6,990 円（昇給制度あり）、通勤手当、期末手当
・要 件 等―＊普通自動車免許お持ちの方
＊福祉、介護関連の仕事に従事されていた方又は福祉事業に関心のある方
＊次の資格取得の方を優遇いたします
保健師、看護士、社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事任用資格、その
他保健・福祉に関する資格をお持ちの方
・勤 務 地―いわき地区
【募集期間と方法】
平成 2６年２月２０日（木）～３月７日（金）[土日除く]までに履歴書を社会福祉協議会
に持参若しくは郵送（消印有効）をする。（受付時間は、平日の午前９時から午後４時ま
で）
【採用決定】
書類選考及び面接により採用を決定し、後日応募者に通知します。
（面接日は追って連絡します。）
【問合せ先】
大熊町社会福祉協議会会津若松出張所
〒965-0873 会津若松市追手町 2 番 41 号
TEL 0120-29-5760 担当：武内

平成 25 年 11 月 1 日から
平成 26 年 1 月 31 日まで受付分

善意の数々ありがとうございました
○物品寄贈（敬称略）
福岡 百子（マッサージ器）
ＮＰＯ法人リアル野球盤協会（リアル野球盤）

○一般寄付者（敬称略）
大熊町観光協会
川口市鳩ヶ谷第２地区民生委員児童委員協議会
三重県飯野高等学校ボランティア部一同

○御遺志寄付者（敬称略）
加井
樋渡
池田

勝美
良一
光秀

志賀

秀陽

車いす付き軽自動車の貸出しのご案内
移動が困難な高齢者や身体障がい児・者等に対して、外出を支援するために、車いす付き
軽自動車の貸出しを無料で行っています。
貸出しを希望する方は、利用日の７日前までに申し込みが必要です。
利用対象者：①おおむね６５歳以上の高齢者で自力では歩行困難な方
②障がい等のため車いす等を使用しなければ移動困難な方
③知的障がいのため公共交通機関の利用が困難な方
利用の範囲：①病院や公的機関への外出
②公共団体・社会団体が行う研修や講習会への参加のための外出
③買い物、スポーツ、行楽等のための外出
運行の範囲：会津地区、いわき地区（ただし、高速道路の使用はご遠慮下さい）
貸出し時間：原則として午前９時から午後４時までの１日以内
利 用 回 数：月２回まで
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いわき連絡所
TEL ０２４６－３８－８９２０

弁護士座談会の開催ご案内
長期にわたる避難の中で皆さんの関心が高い「相続や賠償問題」などについて、福島県弁護
士会より先生をお招きして、下記により座談会を開催いたします。お気軽にお越しください。
【相馬地区】
日 時
会 場

３月４日（火） １３：００～１４：３０
南相馬市 南相馬市原町区福祉会館 集会室２
南相馬市原町区小川町３３２－１
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

◎会津若松生活支援相談室

◎中通り連絡所

住

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

所：〒９７０－１１４４
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

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

