
川に親しむ機会の多い季節です。安全への気配りとと
もに、川の環境保護、水辺の生き物たちへの心遣いも
忘れずに楽しみたいものです。７月は河川愛護月間。

【
川
下
り
】

私たちの周りでこれから起こること、10年後、20年後の暮らしがどうなっているか考えてみませんか？

　平成19年2月から、地区福祉推進会単位で開催している地域福祉ワーク
ショップも、すでにそのスケジュールの３分の２を経過しました。
　どの地域でも活発な話し合いが行われ、様 な々意見が出てきています。
　地域福祉ワークショップの目的は、どういう地域にしていきたいかを参加者
同士が自由に話し合いながら、市民・事業者・行政の三者が協働していく機
会を創ろうとするものです。

　参加対象は、その地域に住んでいる方、その地域で活動している事業者
（ＮＰＯ、ボランティア団体、福祉事業者ほか、より良い地域にするために協
力したい！という企業等々）、盛岡市の職員、盛岡市社会福祉協議会の職員
です。

　実際の進め方は、「災害時、一人残らず避難させたい」などのテーマ毎に
６～８名程度の班になり、参加者のみなさんそれぞれが考える「未来の○○
町」「理想の○○地区」を思いつくまま紙に書き、模造紙に貼っていきます。
次に、貼られた紙を内容によってグループ分けし、それぞれのグループに対
して今度はその実現方法を、これも思いつくまま何枚でも紙に書いて貼って
いきます。

　ワークショップで話し合った内容は、のちほど参加したみなさんのお手元ま
で届けられるほか盛岡市のホームページでも公開されます。
　今後の開催日程は次のとおりです（平成20年7月2日現在）。

山　岸 地区　7月15日（火）・7月22日（火）
仙　北 地区　8月20日（水）・8月27日（水） 
飯　岡 地区　8月26日（火）・9月 2日（火）
東厨川 地区　8月29日（金）・9月 8日（月）
緑が丘 地区　9月 4 日（木）・9月11日（木）

　開催日が決まり次第盛岡市のホームページ※に掲載されるほか、各地区
でチラシが配布または回覧されます。
　会議のように堅苦しいものではないので、地域に関する様々なことについて
「知りたい」「伝えたい」「興味がある」という方々は気軽にご参加ください。

　参加申し込みは各地区の福祉推進会へ、ワークショップ全般の問い合わ
せは、盛岡市保健福祉部地域福祉課（TEL（651）4111）
または 盛岡市社会福祉協議会（TEL（651）1000）まで。
※市ワークショップホームページ 
　http://www.city.morioka.iwate.jp/06hoken/tiiki/ws/index.html



本人の生活能力に合わせて段階的に生活支援本人の生活能力に合わせて段階的に生活支援

　盛岡市社会福祉協議会では各種福祉サ
ービスや相談活動、ボランティアや市民活動
の支援、共同募金運動への協力など、全国
的な取り組みから地域の特性に応じた活動ま
で、さまざまな場面で地域の福祉活動に取り
組んでいます。
　この活動を推進するために、市民の皆様に
「世帯会費」として１世帯年額200円のご協
力を町内会・自治会等を通じてお願いしてい
ます。
　市民お一人おひとりのご協力が「福祉のま
ちづくり」に生かされます。
　皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いい
たします。

　Ｔさん（65歳）は一人暮らし。筋ジストロフィーを発症し、
病院で治療を続ける生活が続いていました。しだいに手
足を動かすのが困難になり、日常生活に支障が出てきた
ことから、盛岡市のホームヘルプサービスを週2回、デイサ
ービスを週1回利用する他、配食サービスを利用して生活
を維持していました。
　ところがある日、買い物に出かけた際、転んで怪我をし
て入院することになってしまいました。認知症の症状も現
れ、通帳の管理や様 な々支払いのことなどが出来なくなっ
ていました。
　このためヘルプサービスで関わっていた盛岡市障害福
祉課からの相談で、社会福祉協議会の日常生活自立支
援事業を利用契約することになり、日常の生活に必要な

金銭管理を支援することになりました。
　その後、心臓が悪いことが分かりペースメーカーをつけ
ての生活が始まりました。手術後数ヵ月、在宅生活を続け
ていたのですが、ある日自宅で倒れているのをホームヘル
パーが見つけ、緊急入院することになりました。このことを
きっかけに、盛岡市障害福祉課が中心となってケア会議
が開かれました。
　ケア会議には盛岡市障害福祉課、社会福祉協議会の
在宅介護支援センター、デイサービス事業所、病院の相
談員が集まり、今後の支援について話し合いました。そし
て、Ｔさんのこれまでの経緯について情報を共有し、ホー
ムヘルプサービスの内容や金銭管理、投薬について支援
計画が立てられました。

　その結果、今まで通り、市のホームヘルパーが週2回、社
会福祉協議会のホームヘルパーが週3回入り、それぞれ朝
夕訪問して食事や掃除、買い物等、身の回りの支援を行
い、日常生活自立支
援事業では日常的
な金銭管理を支援
することになりまし
た。
　Ｔさんは現在、行
政機関と民間の関
係機関の協力のも
と、毎日安心して生
活を送っています。

青葉化成盛岡営業所
社団医療法人 赤坂病院
赤澤紙業
秋山会計事務所
（資）東家
安藤建設盛岡営業所
（株）イクスル
石田商会
いわぎんクレジットサービス（株）
いわぎんリース・データ（株）
岩手いすず自動車（株）
岩手銀行
岩手県金属工業会
岩手県厚生農業協同組合連合会
（社）岩手県私立幼稚園連合会
岩手県信用保証協会
岩手県農協情報電算センター
岩手県農業信用基金協会
（社）岩手県農畜産物価格安定基金協会
岩手県北自動車（株）
（財）岩手県民共済会
（社）岩手県木炭協会
岩手商工（株）
岩手自動車塗装（株）
岩手自動車販売（株）
社団医療法人 智徳会  岩手晴和病院
岩手トヨタ自動車（株）
岩手トヨペット（株）

（株）岩手土木コンサルタント
（株）岩手日報社
（株）岩手日報都南センター
岩手緑産業（株）
（株）ＳＴモータースクール
エビー（株）
（株）エフエム岩手
奥羽道路サービス（株）
（有）大清水多賀本店
小田中歯科医院
カメイ物流サービス（株）盛岡営業所
菊の司酒造（株）
（株）北東北第一興商
北日本朝日航洋
北日本レストラン（株）
（株）きづや
（株）木津屋本店
（株）熊谷印刷
（株）クリーンモーター岩手
医療法人社団 松誠会　圭友病院
（有）公楽
（株）興和電設
医療法人あすなろ会 小林小児科クリニック
（株）桜顔酒造
（株）佐々兼商店
（有）佐々寅青果
（有）佐藤被服
医療法人社団 恵仁会 三愛病院

（株）三伸鋼機
（株）ショウエー盛岡営業所
松栄砂利（株）
商工組合中央金庫盛岡支店
昭和パックス（株）盛岡工場
（株）寿し磯
清水寺
関庄糧穀（株）盛岡支店
全日本食品（株）
大泉院
大北証券（株）
中央土地（株）
（有）直利庵
（株）司組
（有）漬物みゆき
（株）テレビ岩手
東亜技研（株）
東北アクア工業（株）
（株）東北イワヤ
（株）東北銀行
東北綜合警備保障（株）岩手支社
（株）東北油化
東北労働金庫岩手県本部
東洋電業（株）
徳清倉庫（株）
医療法人 巖心会 栃内病院
都南金融団
（株）都南建設

巴染工（株）
（株）トヨタレンタリース岩手
（有）豊山商会
杜陵高速印刷（株）
杜陵タクシー（株）
成瀬（株）
（有）南昌電子
日産チェリー岩手販売（株）
農林中央金庫盛岡支店
（株）蜂屋
（有）範古堂
（有）パールドライ
東日本ハウス（株）
（株）ヒヤマフォトスタヂオ
（株）平金商店
（株）広田薬品
ビューティーサービス（株）
（有）藤村企画社
（株）双葉設備アンドサービス
ブリヂストンタイヤ岩手販売（株）
（有）星川魚店
ホテル山翠
ホテルロイヤル盛岡
（株）丸一魚類
（株）丸庄青果
（株）丸藤電業社
丸モ盛岡中央青果（株）
みちのくコカ･コーラボトリング（株）盛岡支店

（株）道又時計店
学校法人盛岡学園　みなみ幼稚園
（株）メガネの水晶堂
（株）恵工業
モトモチ商事（株）
盛岡医療生活協同組合 川久保病院
盛岡カイハツ生コンクリート（株）
盛岡観山荘病院
（有）盛岡消防設備点検センター
盛岡市医師会
盛岡信用金庫
盛岡地域農業共済組合
盛岡地区タクシー業協同組合
社団医療法人 盛岡繋温泉病院
盛岡ニッタン（株）
盛岡遊技業組合
（株）ヤシマ部品
（株）山與
（株）ゆうきや
ユニック北東北販売（株）
ユニワード（株）
（有）洋食みずの
吉久産業（株）
（株）吉田印刷

特別賛助会員として次の法人・事業所様よりご支援をいただいております。ありがとうございます 【平成20年6月29日現在】（敬称略・50音順）

　災害発生時、ボランティアの受け入れと、被災住民への支援活
動をスムーズに行うために、盛岡市社会福祉協議会では近隣の市
町村社協と共同でマニュアルを整備中です。
　現在、マニュアルの基本となる部分は下記のとおりとなっていま
す。

○目的
　盛岡市及びその近隣に大規模災害が発生した際、各地から駆けつけるボランティアの受け入れと被災住民への効
率的な支援活動を行うため「災害救援ボランティアセンター本部」を設置し連絡調整に当たります。
　このマニュアルは盛岡市が策定している地域防災計画と関連付けたもので、災害発生時には関係機関と連携を図
りながら支援する内容となっています。

○受け入れの基本原則
　過去の大規模災害発生時には、社協の職員を含めた市民全体が被災者となる中で、駆けつけるボランティアの
コーディネートをいかに効率よく行うかが課題となっていました。そのため、災害時のボランティアの受け入れについて
は、知識や経験の豊富な専門ボランティアにも協力いただき、社協の職員はその活動をサポートします。一般のボラン
ティアの派遣調整は社協の職員が行います。
　一方、ボランティアとして参加する方には、食料や宿泊先の各自での確保と、ボランティア活動保険の加入をお願い
します。

　今後、ボランティア団体・行政等の関係機関との話し合いによって、さらに充実したものへ調整していきます。

『災害救助ボランティア活動支援マニュアルを整備します』『災害救助ボランティア活動支援マニュアルを整備します』



子どもたちの笑顔に元気づけられて…子どもたちの笑顔に元気づけられて…

盛岡市少年指導員

　毎年10月に行われる盛岡市ボランティアまつりの会場の一角
で、子どもたちと一緒にわりばし鉄砲やストロー飛行機などをつ
くってニコニコしているおじさん、おばさんたちがいる。「少年指
導員」の人たちだ。
　「少年指導員」の活動は実に幅広い。休日子ども講座とか森
のクラフトづくり、登山、ドッジボール大会の審判、映画会、救命
救急法講座などなど。子どもたちの集団活動あるところに「少
年指導員」あり、といった感じだ。
　そもそも「少年指導員」とは、子どもたちの健全育成のため
に、子ども会育成会、青少年団体の活動を支援し、さまざまな青
少年教育活動に協力することを目的に組織されているもので、
盛岡市に170名ほどの会員がいる。会員になるには、盛岡市教
育委員会が行う養成講座を受講、一定単位以上を履修するこ
とが条件。このハードルも結構高いが、実際の活動に入ると、シ
ーズンによっては毎週末どこかの活動に出向かなければならな

いし、泊りがけの活動
も少なくないので、体
力、集中力もいる。この
ため「少年指導員にな
るのは容易だが、なり
続けることは難しい」と
言われているという。
　それでも「この道30
年以上」のベテランも。
それを支えているのは
指導員同志の支え合
いの精神。それと「子どもたちの好奇心あふれる眼差し、喜ぶ顔
がうれしい。あとでお礼の手紙をもらったりすると、もう疲れなんか
ふっ飛びますね」（会員の一人）。

め。子どもたちの自主性を伸ばすように指導していくのがコツで、
「活動させてもらう」という心構えが必要なのだという。

　指導するからには自
らが知っていなければ
ならないわけで、ものづ
くりにしても野外活動に
しても、まずは体験か
ら。しかし、それがいざ
教える段になるとなか
なかうまくいかなかった
り、子どもたちの鋭い質
問にたじたじとなった

り。しかし、それも勉強のうち。多くの体験を積み重ねて「少年指導
員」ができあがっていく。
　夏は、「少年指導員」の多忙な季節。

　盛岡市社会福祉協議会には
たくさんのボランティア団体が
登録をしています。
　「どういうボランティア団体
があるの？」「このボランティア
団体を見学（または参加）して
みたい！」
など、ボランティア団体に関す
るさまざまなご質問に電話や
窓口でお答えします。
　ボランティアに興味がある方、
何か力になりたいと考えている
方は盛岡市社会福祉協議会地
域福祉課TEL（651）1000まで
ご連絡ください。
　みなさんの気持ちとパワー
をお待ちしています!!

　「第36回歩け歩け運動～
クイズオリエンテーリング～」
が5月6日、盛岡市子ども会
育成会連絡協議会と盛岡
市社会福祉協議会の主催
により開催されました。
　当日は出発直前に大雨、
一時は雹（ひょう）が降るよう
な荒天となったためオリエン
テーリングは中止し、クイズ
やさまざまなゲームを楽しみ
ました。参加した子どもたち
には、たくさんの景品が贈ら
れました。

　5月5日のこどもの日、ボランティアグルー
プ「盛岡世代にかける橋」の主催により、
「第46回鯉のぼり子どものつどい」が岩
手公園を会場に開催されました。
　工夫を凝らしたたくさんのゲーム、みん
なで参加した綱引き、盛岡市のジャンケン
チャンピオンを決めるジャンケン大会など、
来場した約500名の子どもたちは元気
いっぱいに楽しんでいました。

　5月13日（火）、盛岡市
総合福祉センターを会
場に児童福祉講演会が
開催されました。
　「少年非行～地域と
のかかわりを考える」を
演題とした盛岡保護観
察所 所長 佐々木孝一 
氏による講演に、約120
名の参加者は熱心に聞
き入っていました。

　6月1日（日）、杜陵老人福祉センターを会場に、
福祉茶会が開催され、訪れた311名の方々がお
茶を楽しみました。
　この福祉茶会は、盛岡茶道協会と市内の協賛
企業の協力をいただき、市内にお住まいの65歳
以上の方を招待しています。招待券は盛岡市総
合福祉センター１階事務室でお渡ししています。
　今後の開催予定日は、9月7日（日）、11月2日
（日）、3月1日（日）です。

　盛岡市立好摩児童館（児童140名）では、
自主的に活動をしたい子どもたち20名が登
録してエコ活動をしています。
　今年度の第１回の活動は５月に行われ、
近くの神社や保育所、地区公民館の清掃活
動を行いました。また、６月には児童館のフェ
ンスにフラワーハンギングを作って飾りました。
　今後は、ＥＭせっけんの製作や小川の虫
などを観察する予定です。

区界高原自然の家での子ども会リーダー研修会

野外活動研修会。岩手山焼き走りでコマクサの観察

盛岡市ボランティアまつりでの「昔遊び手作り教室」

盛岡市少年指導員連絡協議会
　会　長　田山　幸宙（よしひろ）　
　連絡先　019-641-7439
　会　員　約170名
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再生紙に大豆油インキで印刷しています。

●盛岡市社会福祉協議会 携帯電話向け情報サイト
http://www.morioka-shakyo.or.jp/i
QRコード対応の携帯電話でこの QRコードを撮影すると面倒な入力なしで簡単にサイトにアクセスできます 。

この広報紙は、一部共同募金配分金を受けて発行しています。

8 月

9 月

　なじみの食堂でラーメンを待っている間、店内を見渡すと壁に小さく張られた～値上げのお知らせ～が目に入
る。遠い海の向こうで起きている小麦価格上昇の影響か？
　４年に一度のオリンピックの夏がやってきた。食堂のテレビでは話題のスピード社の水着を特集している。
体を限界まで締めつけることで、かつてない記録を生み出すらしい。我々庶民の生活は締めつけられてシンド
イだけだが、オリンピックの表彰台に揚がる旗には、素直に一喜一憂したいものである。

（ES）

「社会福祉活動の推進に」と次の方々からご寄付をいただきました。
ご協力に感謝し報告申し上げます。（敬称略）
平成20年4月22日～平成20年6月24日

●一般寄付
　社会福祉のために 単位:円
匿名     20,000
第23回チャリティー合同演芸会  87,752
株式会社 サクセス   50,100
加藤ヤエ子    100,000
(NPO)岩手シークエンスダンス会  30,000
匿名     20,000
ユニワード株式会社   27,000
　ボランティア朔風へ
(NPO)福祉作業所すみれ館  300,000
●物品寄付
　貸出事業のために
岩崎 敦子   ジュニアシート2台
匿名    チャイルドシート1台
　老人福祉のために
加藤ヤエ子   電動車いす1台
曹洞宗第一教区寺族会  タオルケット、シーツ等179点

  １日（金） 盛岡さんさ踊り（盛岡市中心街）（～4日（月）まで）
  3日（日） 盛岡市子ども会スポーツ大会（アイスアリーナ）
  4日（月） 盛岡七夕祭り（肴町アーケード）（～7日（木）まで）
  9日（土） 盛岡花火の祭典（都南大橋、北上川河川敷）
   玉山区夏まつり(渋民運動公園)
16日（土） 盛岡舟っこ流し（明治橋上流　北上川河川敷）

  6日（土） 岩手県シルバースポーツ大会（県営運動公園）
  7日（日） ふれあいランド祭（ふれあいランド岩手）　
14日（日） 盛岡秋まつり（盛岡市内）（～16日（火）まで）
25日（木） ふれあいゲ－トボール大会（県営運動公園）

盛岡市社会福祉協議会玉山支所では、弁護士による無料法律相談を行います。
相談は予約制となっておりますので、相談希望の方は電話でご予約ください。
日時　平成20年7月29日（火）
　　　午前10時から午後3時　※相談は1人30分以内
場所　盛岡市玉山総合福祉センター（玉山区渋民字泉田77-1）
定員　8名（予約が定員に達し次第締め切り）
予約　盛岡市社会福祉協議会玉山支所
　　　TEL（683）2743

盛岡市社会福祉協議会玉山支所では、毎月第２水曜日に人権・生活相談を行っています。
日時　毎月第２水曜日　午前10時から午後4時
場所　盛岡市玉山総合福祉センター（玉山区渋民字泉田77-1）

法律相談のお知らせ

人権・生活相談のお知らせ

 期　日  時　間     行    事    名   施  設  名 
7月19日 17：00～ 巻堀児童館夕涼み会 巻堀児童館 
　  24日 17：30～ 日戸児童館夏祭り 日戸児童館 
　  26日 17：00～ 城内わんぱく夏祭り 城内地区
   コミュニティ消防センター

　  27日 16：00～ 渋民児童館夕涼み会 渋民児童館 

　  31日   9：30～ 玉山区児童館まつり 渋民体育館 
8月23日 16：00～ 生出児童館夕涼み会 生出児童館 

※子どもたちが出店します。地域のみなさんのご来場をお待ちしています。

玉山区内の
児童館夏季行事の

お知らせ

　盛岡市社会福祉協議会が共催するスポーツ大会が下記のとおり開催さ
れます。
　ぜひ、応援にお越しください。

●第35回盛岡市老人スポーツ祭典
　市内を12地区に分け、各地区の代表選手による地
区対抗形式で優勝目指して毎年熱戦が繰り広げられ
ます。

と  き　7月16日（水）
ところ　岩手県営運動公園陸上競技場（みたけ1丁目10-1）
主 催　盛岡市老人スポーツ祭典実行委員会
　　　　（構成団体　盛岡市・盛岡市老人クラブ連合会・盛岡市社会福祉協議会）

●第37回盛岡市子ども会スポーツ大会
　毎年、各学区の予選を勝ち抜いたドッジボールチー
ムが集結し熱戦が繰り広げられます。

と  き　8月3日（日）
ところ　盛岡市アイスアリーナ
              （市内本宮字松幅100-1）
主 催　盛岡市子ども会育成会連絡協議会キャップハンディ体験インストラクター養成講座

　学校教育の場や地域住民の学習の場、企業等での体験要望が高まっている
中、より多くの体験要望に応えていくため、この講座を開催し、キャップハンディ体
験インストラクターの養成を行います。

開催期日 平成20年7月24日（木）13時～16時30分
 　　　　 7月25日（金）10時～14時30分
 　　　　 7月26日（土）13時～14時（実技体験）
 　　　　 9月 7日（日） 9時～16時（　　〃　　）
会　　場　ふれあいランド岩手「ふれあいホール」
　　　　　盛岡市三本柳8-1-3
定　　員　15名程度
募集締切　7月18日（金）
受  講  料　無料
申  込  先　ふれあいランド岩手　管理指導グループ　TEL（637）7444

　盛岡市社会福祉協議会では、当協議会発行の会報誌「福祉
もりおか」への広告掲載企業を募集しています。
・年間6回（原則として奇数月の15日）発行
・１回あたり約125,000部発行
・盛岡市内全世帯配布（一部の町内会は回覧）
・タブロイド判　４ページ

・広　告　料　　　　100,000円／１回
・広告掲載スペース　約243mm×約129mm

申し込み・掲載基準等についてのお問い合わせは、
盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　まで
盛岡市若園町2番2号　　TEL （651）1000

広告スペース
約243mm×約129mm

事業のPR活動に広告をご活用下さい 広告
募集


