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●協力：会津美里町社会福祉協議会 楢葉町社会福祉協議会
震災からの復興に向けて会津美里町で暮らすみなさんと地域を結ぶ情報紙
会津美里町で仮設住宅・借上げ住宅におすまいのみなさんに情報の提供を通して、
お互いが交流を深めるための情報紙『おたがいさま新聞』
を
お届けしました。応急仮設住宅内の催事や美里町内の見どころなどを紹介します。 ※天候や都合により、内容が変更になる場合もございますのでご了承下さい。

サロンならは

3月の
予定

●10日
（火）

宮里ふれあい館

楢葉町以外から避難されている
方や、自主避難されている方も
ご利用いただけます。

《一時保育／子育てひろば》
●月曜日〜金曜日
●9時〜17時
●1歳〜未就学児（親子）

会津の日々のミニアルバム贈呈式と
「んだんだ会」様の支援で「雛サロン」
13:30〜15:00

【サポートセンター】

会津美里町で過ごした日々をまとめた本が
完成しましたのでいよいよお披露目です。 参加費

スポーツワナゲ

100 円（お茶、菓子代）

◆お問合せ

◆お問合せ サポートセンターならは（会津）TEL:0242-55-0177

3/

会場：福島県立博物館（会津若松市） 時間：午後 2 時〜午後 6 時頃

3/

田村太郎さん講演会

多世代で
支えあう
街づくり

3

9月

シリーズでお伝えするキーボード入力、
５回目は絞り込み検索をお伝えします！
膨大な情報の中から目当てのものを見つけるコツがあります。例えば、○○というお店の電話番号
を調べたい場合……検索バーの中に
『○○

まれます！１つめのキーワードを入力・確定した後に
『変換』キーを１度押せば空欄が入力できます♪

18:30〜20:30

操作をもっと詳しく知りたい方は、宮里仮設A2-4へお越しいただくか、
コールセンターへお問い合

■参加費：無料
■参加対象：中学生以上ならどなたでも！

わせ下さい！

■ＮＰＯ法人ひとむすび （『楢葉コンピュファーム』から名称が変わりました！）
【宮里仮設A2-4】平日の10：00〜16：00開室中
会津美里町（会津地方）
にお住まいの方々、
どうぞお気軽においでください。

講師にダイバーシティ研究所 代表理事の田村太郎さんを
お迎えし、少子高齢化の時代のまちづくりに必要な視点
といえる、地域の多文化・多様化を考えます。
会場：会津美里町・ハートピア高田
ＪＡあいづみどり高田総合支店

満車の場合は会津美里町公民館、
高田庁舎駐車場をご利用ください。

（楢葉町役場いわき出張所3階）
お電話でのご要望はこちらへ。
「楢葉町タブレット端末コールセンター」

TEL:0800-800-0733

FAX:0242-85-7635

町内の
成 人

本郷はだつ塾

申込締切日

桜の名所めぐり、健康講座、物作り教室など
年10回開催予定、講座内容により教材費等の負担あり

3月16日
（随時も可）

称

対象者

うるおい学級

町内の
女 性

レディースニューライフ

町内の
女 性

名

称

いさすみ楽園
新寿学級

対象者
上の方
歳以上の方

内

容

申込締切日

各種講演会（視察研修、館外学習を含め月１回程度の
4月3日
開催） 年会費1,000円
（随時も可）

コーラス・ニッキー、切り絵、読み語り、健康料理、パッチワー
3月25日
ク、フラダンス、絵手紙、オカリナ童話の教室があります。
（随時も可）
クラブごとに自主的に活動。全体での研修もあります。

内

容

申込締切日

主催
美里
本郷

主催
美里
新鶴

主催

各種学習会（健康・歴史・視察研修・趣味など）、冬季
4月3日
間クラブ活動（年16回程度） 年会費1,000円
（随時も可）

美里

健康講座、視察研修、体験学習など（年10回程度）

新鶴

3月25日
（随時も可）

13:30〜15:00

たでもお気軽
に
どな

場所：サポートセンターにて

女性向け講座
名

27

金

。
うぞ
ど

美里大学

容

各種講演会、視察研修、館外学習を含め月１回程度の
4月3日
開催 年会費1,000円
（随時も可）

3

お汁粉でお茶っこ会

会員募集中
内

平日：9：00〜17：00

※新しく、タブレットを申込みたい!!という方もお待ちしています。

( 東邦銀行高田支店向い、太郎庵高田支店となり）

一般成人向け講座
町内の
成 人

電話番号』
と入力してみましょう。キーワードの間に空

欄（スペース）
を１つ入れることによって、
２つのキーワードのどちらにも該当する情報だけが絞り込

TEL 0242-54-2368
TEL.0242-56-3223
TEL:0242-78-3044
対象者

ふら〜っとルームは立ち寄って下さる皆様が、自由に過ごしていた
だけるお部屋です。お友達とでも、お一人でも、老若男女、だれでも
ＯＫ!コーヒーやハーブティーをご用意してお待ちしています！

欲しい情報を絞り込もう

会津美里町の各公民館では平成27年度の講座参加者を募集中です。
現在町内にお住まいの方ならどなたでも会員になれます。
◆お申込・お問合せは各公民館までお願いします。

称

会場：ふれあい館

【文字入力！徹底ガイド❺】

梅原司平さんの
「望郷」も歌います。

TEL:0242-85-7634

名

宮里ふれあい館 TEL:0242-54-3310

宮里PC教室だより その13

●主催：会津美里町町民活動支援センター準備室「サポートみさと」

■美里公民館
■本郷公民館
■新鶴公民館

毎週水曜日
9:30〜10:30

◆お問合せ ふくしま心のケアセンター 会津方部センター
TEL:０２４２-２８-６２５２

◯県立大沼高等学校演劇部による創作劇 14:30〜
◯大熊町立熊町・大野小学校合唱部(3〜6年生)および
5年生女子児童による「相馬流山」の発表 15:45〜
◯ならは琴美会による大正琴の演奏 16:30〜
◯「布ぞうり」の展示・手作り作業の実演
ならは琴美会も
◯「あいくー」の展示・手作り作業の実演
出演します！
！
◯キャンドルナイト 18:00〜

◆お問合せ TEL:0242-29-5217

3

火

東日本大震災から四年目を迎えるにあたり、追悼、復興への
誓いを新たにするためのイベントを開催します。

福島県会津地方振興局復興支援・地域連携室

クロリティー教室

「ふら〜っとルーム」１３：３０〜１５：３０

7 ふくしま復興への想いを込めて2015 from 会津

土

●月曜日〜金曜日
●下校時間〜17時
●幼稚園児・小・中学生

グランドゴルフが冬季間は出来なくなる為、冬季の健康運動として宮里
仮設ふれあい館でクロリティー教室が始まりました。クロリティーはボー
ド（得点板）にリング（輪）を投げて得点を競う輪投げに似た競技です。
お気軽にご参加ください。

毎週火曜日はサポートセンターでカラオケ愛好会さんが活動して
います。時間：16:00〜17:00どなたでも参加できます。
【飛入り歓迎】
※毎回、看護師による血圧測定、健康相談を行っておりますのでお気軽にどうぞ。

《児童館》

テレビ東京でお勤めされながら福島大学大学院で
地域コミュニティの研究をされている正岡先生と、
無料
申込なし
3年半被災地で様々な相談を受けられている税理士の安岡先生に
生活に役立つ楽しいお話をしていただきます。
さらに、手にぎりスタッフによるハンドマッサージや個別相談も行います。
あったか〜いお汁粉でほっこりしに来てください。

申込不要／参加無料／どなたでもどうぞ。

NPO法人東日本ネットワーク手にぎり隊
◆お問合せ：070-5326-2235(石井）

3

29

14:00開演

日

手にぎり隊は、
手と手をとり
合って1人でも多くの人が笑
顔になってくれたらと願って
活動している、
NPOです。

クラシックを学んだ若手音楽家による音楽グループ
「フェリスタス」による声楽コンサート

FERISTAS はるかぜの詩 コンサート#8

会場：會津稽古堂多目的ホール

一昨年、宮里仮設住宅サポートセンターを訪れていただき、素敵なステージを
披露していただいたフェリスタスさんのコンサートです。
大人1,000円
♪ミュージカル「ライオンキング」ハイライト
チケット
全席自由 中学生以上500円
♪源田俊一郎編曲「いつの日か」
小学生以下無料です。
♪オペラステージetc.

◆お問合せ：フェリスタス TEL.0465-83-5482/090-6038-9310（北村）

