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12 月 11 日（水）茨城県日立市と常陸太田市の境にある高鈴山に出掛けました。登山家田
部井淳子さんと NPO 法人 HAT－J スタッフの皆様、総勢４１名にて日立アルプスの最高峰を
目指しました。冬支度を始めている高鈴山の草や木々はとても神秘的で、南側には太平洋が一
望でき、楽しい登山の時間はあっという間に過ぎてしまいました。
今回の企画で９回目を迎え、参加者が延べ３２５名となりました。次回もご支援を頂き、ス
ノーシューを計画しております。今まで参加された方はもちろん、まだ未体験の方もこの企画
にぜひご参加ください。

町民の皆様へ
新年にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
東日本大震災及び原子力発電所事故により、故郷大熊町を後にし
て 3 年目を迎えようとしております。
社会福祉協議会といたしまして、大熊町の復興と再生に向けた取
り組みを協働しながら、町民の皆様の生活支援に取り組んでまいり
ます。
会長 渡部正勝
すべての皆様に支援が届かず役職員一同歯がゆい思いをしている
ことは事実であります。やれることから一つひとつ進めておりますので、町民すべてが元気
で「つながって」戻れる日に向かって活動してまいります。今年もご指導、ご協力を賜りま
すようお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。
町民の皆様も健康には十分ご自愛を賜りたいと存じます。

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：１月１６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：お茶会、ラダーゲッター
参加費：１００円

○喜多方の集い
日時：１月１９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：コミュニケーション麻雀

○つながっぺサロン「げんき」in 日新
日時：１月２８日（火） １4：００～１5：３０
場所：日新コミュニティセンター
会津若松市日新町８－２８
内容： お茶会、ラダーゲッター
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
○つながっぺおおくま
いわき泉サロン
日時：１月２８日（火） ９：３０～１１：３０
場所：泉公民館２階研修室
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：１月２０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、小物作りなど
（小物作りに参加の方は、裁縫セット
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

○いわき平サロン「ひなたぼっこ」
日時：第２・３木・金・土曜日
１０：００～１５：００
１月９，１０，１１，１６，１７，１８日
場所：いわき市内 食彩館スカイストア内
いわき市平字一町目２５
内容：健康相談、介護相談、お茶会など
問合せ先：福島県立医科大学看護学部
TEL ０２４－５４７－１８８１

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：毎月土曜日 １０：００～１４：３０
１月１１、１８、２５日
場所：縒りあい処空間
郡山市開成６－３５７
内容：ヨガ教室、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
１月８、２２日
内容：マジックショー（8 日）、
園児との交流会（22 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

○伊達サロン元気が～い
日時：１月３０日（木） １１：００～１３：００
場所：伊達市中央公民館２階 第２和室
伊達市保原町字宮下１１１－４
内容：書き初め
問合せ先：伊達市社会福祉協議会
TEL ０２４－５７６－４０５０

○気軽に集まっぺ「もみの木」
日時：１月８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

○大玉村社協サロン
日時：１月２４日（金） 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：大熊町社会福祉協議会中通り連絡所
TEL ０２４３－２４－１３３８

○茶話カフェ Rococo～ろここ～
日時：１月１５日（水） １３：３０～１５：３０
場所：郡山市総合福祉センター
郡山市朝日１－２９－９
内容：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：１月２１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
１月８、１５、２２、２９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、レクレーションなど
問合せ先：南相馬市社会福祉協議会
TEL ０２４４－２６－８８２３

○鹿島地区借上げ住宅者の集い
今回南相馬市社会福祉協議会で鹿島区に避難している方の集いを企画いたしましたので、
ぜひご参加ください。
日時：１月１７日（金） １０：３０～１４：００
場所：鹿島区福祉センターむつみ荘
南相馬市鹿島区西町２丁目１１７
内容：お茶会、健康講話など

申込受付：1 月 8 日（水）まで
南相馬市社会福祉協議会
TEL ０２４４－２６－８８２３

郡山地区の「サロン つながっぺおおくま in こおりやま」
郡山地区では、太田文代さんが代表と
なって毎週土曜日の午前１０時から郡山
市大槻の針生ヶ丘病院隣にある「縒りあ
い処 空間」を会場に、「サロンつながっ
ぺおおくま in こおりやま」を開催して
います。サロンは、茶話会（懇談・交流
等）のほか手芸、健康づくり等参加者の
話し合いにより内容を決めています。今
ではヨガ教室を月２回開催し、それ以外
は茶話会を主としたサロンとなってい
ます。代表の太田さんは、「郡山地区以外
の須賀川や県中地域の方など、多くの皆さんに“縒りあい処 空間”にお出で頂き、避難生活
のいっときを楽しく有意義にしてほしい。」と呼びかけています。
楽しくヨガを体験する参加者の皆さん

プリザーブドフラワー【クリスマスアレンジメント】講習会
１２月８日（日）大熊町役場いわき出張所にて今回
で 5 回目となるプリザーブドフラワー講習会が催され
ました。
町民の皆さんで楽しいひとときをとの思いから横浜
市より講師の Flower Concerto の方が 4 名で来ら
れ、初めての方でも解かりやすく、基礎からのプリザ
ーブドフラワーアレンジメントを教えていただきまし
た。参加者の皆さんそれぞれの個性豊かな作品が出来
上がりました。

「めおと楽団ジキジキ」ミニステージ

手先を器用に使い作成中

～ひと時でも笑っていただければ～

12 月 5 日（木）東京都世田谷区から来られた面白
ユニット「めおと楽団ジキジキ」による感動あり、爆
笑あり！のミニステージがいわき地区仮設２か所で催
されました。ジキジキさんのお二人は、
「ひとときでも
笑顔になり笑っていただけるだけで来た意味があると

ふたりのメロディーにくぎづけ

思って支援を行っている。」と話され、最後まで笑いの
渦に巻き込み、とても楽しいミニステージとなりまし
た。

日帰り交流会【喜多方へ行こう!!】
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」
を行います。皆さん、ぜひご参加ください。
日

時：いわき地区 １月２３日（木）
会 津 地 区 １月３０日（木）
集合場所：いわき地区 ①いわき駅前（ミスタードーナツ前） ７：３０
②いわき市好間中央公園 駐車場
８：００
会 津 地 区 会津若松駅前 ９：３０
会
場：きらりファーム（喜多方）
定
員：20 名（定員になり次第締切）
参 加 費：無料（昼食は自己負担です）
必要な物：雪の中を歩ける靴など。その他必要と思うものを各自ご用意ください。
申込受付：○いわき地区 1 月 1５日（水）まで 9：30～16：00
大熊町社会福祉協議会いわき連絡所
TEL０２４６－３８－８９２０
○会 津 地 区 1 月２４日（金）まで 9：30～16：00
大熊町社会福祉協議会会津若松出張所 TEL０１２０－２９－５７６０
氏名、性別、生年月日、現住所、連絡先、集合場所をお知らせください。（ご不
明の点は上記までご連絡ください。）

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

１月２３日（木）
１月２３日（木）
１月２４日（金）
１月２４日（金）
１月１６日（木）
１月２２日（水）
１月２２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

いわき地区弁護士相談会のお知らせ
無料の弁護士相談会を行います。損害賠償請求についてや二重ローン、相続など、疑問に思
うことを相談してみませんか。どなたでも参加できますので、希望される方は電話でご予約を
お願いいたします。
日

時：１月３１日（金）

１３：００～１５：００

会

場：いわき市草野公民館 1F 和室
いわき市泉崎字向原 28
問合せ先：大熊町社会福祉協議会いわき連絡所

TEL０２４６－３８－８９２０

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。
≪生活支援相談員≫
・業務内容―会津地区、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、相談連絡調整等の活動を行う。
・募集人員―４名
・雇用形態―臨時職員（平成２６年２月１日から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―会津地区(１名)、いわき地区(３名)
【募集期間と方法】
平成 2６年 1 月８日（水）～1 月 16 日（木）[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、1 月末日までに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
電話 0120-29-5760 担当：武内

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 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

所：〒９７０－１１４４
いわき市好間工業団地１－４３
大熊町役場いわき連絡事務所内
電 話：０２４６－３８－８９２０
ＦＡＸ：０２４６－３８－８９２１

