
秋晴れのもと、さまざまな作物の収穫作業が行われて
います。農家の人たちにとっては１年間の努力がむくわ
れるとき。自然災害のないおだやかな日和が続くといい
ですね。

　今年も10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が展開さ
れ、各ご家庭の皆さまをはじめ、企業、職場、学校等に協力を呼びかけま
す。
　この募金は、民間の福祉施設、福祉作業所等の施設整備事業の他、

町内会・自治会、地区民生委員
協議会が取り組む防災福祉マ
ップづくりや住民参加の地域福
祉活動計画づくり、ＮＰＯ法人や
ボランティアグループが行う地域
福祉活動、社会福祉協議会が
実施する地域福祉事業などの
財源確保を目的として実施して
います。

福祉施設整備事業 
愛育園（保育所） 遊具整備事業 930,000
福祉のまちづくり支援事業
NPO法人ハーツ生活支援 機器整備事業（パソコン・プリンタ・デジカメ） 152,000
NPO法人みたけ弥勒クラブ 除雪機整備事業 299,000
社団法人日本てんかん協会岩手県支部 機器整備事業（パソコン・プロジェクター） 260,000
渋民地区福祉推進会 除雪機整備事業 300,000
NPO法人もりおか配食サービス 機器整備事業（プロジェクター・スクリーン）  225,000
地域福祉活動事業費
盛岡市社会福祉協議会 福祉団体育成、地区福祉推進会助成、
 福祉協力校指定事業、福祉教育推進事業 9,222,160
岩手県社会福祉協議会 災害時の活動支援、他市町村の福祉施設
 整備・地域福祉活動事業への配分 24,685,155

　盛岡市社会福祉協議会・岩手県共同募金会盛岡市分会・盛
岡市民生児童委員連絡協議会の主催により、下記のとおり「第
47回盛岡市社会福祉大会」が開催されます。

長野県出身。表参道福澤クリニック院長。日本テレビ「おもいっきりテレビ」
の生活習慣病関連のコメンテーターとしても度々出演。医師である立場を
生かし、健康教育と落語をミックスした「ヘルシートーク」「健康落語」及び
「健康一人芝居」という新ジャンルを開拓。

と　き：10月15日（水）13時から16時30分
ところ：岩手県民会館 大ホール
内　容：社会福祉功績者表彰､
　　　　福祉作文・標語 最優秀賞表彰・朗読、記念講演

記念講演「笑いながら学ぶ生活習慣病」
　講　師　落語家・医師  立川 らく朝 氏

※入場の際は、入場整理券が必要です。
入場整理券は、9／22 (月)より下記の窓口で配付します。
盛岡市総合福祉センター、盛岡市役所本庁舎・都南総合支所・玉山総合事務所
詳しくは、盛岡市社会福祉協議会総務課TEL（651）1000 にお問合せ下さい

立川 らく朝 氏



サロンの様子

相光電気（株）
（株）アイシーエス
（株）愛真館
（株）IBC岩手放送
（株）アイ不動産
（株）あさ開
阿部魚店（有）
安藤建設（株）盛岡営業所
（株）石名坂
（株）岩手朝日テレビ
学校法人岩手医科大学
（有）岩手架設工業
岩手魚類（株）
岩手県歯科医師会
岩手県市町村職員共済組合
岩手県森林組合連合会
岩手県生命保険協会
（社）岩手県治山林道協会
岩手県農業協同組合中央会
（財）岩手県予防医学協会
（株）岩手互助センター
岩手中央酪農業協同組合
岩手日産自動車（株）

岩手日野自動車（株）
（株）岩手フジカラー
岩手マツダ販売（株）
（株）岩手めんこいテレビ
（株）岩手リオン補聴器センター
（株）ウェルネス伯養軒盛岡支店
うな竹本店
梅津医院
岡田電気（株）
（株）小山田工業所
河北印刷（株）
河北新報社盛岡総局
川口印刷工業（株）
（株）川徳
協積産業（株）
北上米菓（株） ホテル夢殿
北日本機械（株）
（株）技電工業
小岩井農牧（株）
（株）坂本屋
（株）佐々木電機本店
（株）三櫻
サンリード東北（株）

昭栄建設（株）
昭和石材（株）
新化食品（株）盛岡工場
（株）寿広
（株）純情米いわて
（株）ジョイス
（有）鈴木建設
セイナン工業（株）
全国共済農協組合連合会岩手県本部
総合教育センター学院
（有）曽我工務店
（株）高光建設
（株）田澤洋紙店
（有）第一環境保全
第一商事（株）レディーズ・アイ事業部
（株）ダイトク
（資）中央自動車学校
寺岡ファシリティーズ岩手（株）
天晶堂都南店
樋下建設（株）
（有）東孝植物園
東北電話（株）
医療法人 遠山病院

（株）杜陵印刷
（株）土木技研
中亀建設（株）
（株）中三盛岡店
（株）日興産業
（株）日本デスコ
日本レジャービジネス（株）マッハランド
ネッツトヨタ岩手（株）
バンビ運送（有）
（有）パールドライ
東野建設工業（株）
（株）ヒノヤタクシー
（株）広田薬品
（株）富士屋印刷所
（有）藤原アイスクリーム工場
（有）フヂクラドライブクラブ
物産石油瓦斯岩手販売（株）佐藤営業所
北進運輸（有）
北水建設工業（株）
（株）北星
ホテルロイヤル盛岡
（株）丸藤
（有）みかわや

（株）みちのく流通システム
（株）三ツ星商会
（株）宮田燃料
盛岡ガス（株）
盛岡ガス燃料（株）
盛岡市歯科医師会
（有）盛岡自動車学校
（株）盛岡清掃センター
盛岡ターミナルビル（株）
（有）盛岡タイムス社
盛岡糖粉（株）
（株）盛岡窓枠
（有）盛岡レンガ
横河電子機器（株）
ヨコハマタイヤ北東北販売（株）
（株）吉田測量設計
（株）米内青果
菱和建設（株）
（株）渡辺設計事務所

 

　Yさん（女性）82歳の例
　１月のある日、在宅介護支援センターに一本の電話が
入りました。
　「一人暮らしのYさんの様子がおかしい。夕方になると
いつも電気がつくのに今日はついていないし、呼びかけに
も答えない」という内容でした。
　すぐに介護支援専門員がYさんの住むアパートに向か
いました。アパートの管理人に頼んで部屋の中を確認した
ところ、部屋の中で倒れているYさんを発見。救急車で病
院に搬送し、一命を取りとめることができました。
　倒れた原因は、栄養不良でした。おそらく自分で食事

の用意ができなくなり、あまり食べていなかったのでしょう。
　実は、Yさんには、地域のネットワークによる見守りが関
わっていました。
「Yさんの様子がおかしい」と通報してくれたのは、普段か
らYさんと友達付き合いをしていた町内会長でした。
　足が弱ったことで、ほとんど家から出なくなってしまった
Yさんのことを心配して、地域の民生委員から在宅介護
支援センターに相談があり、週1回のホームヘルパーの派
遣を行うほかに、民生委員と町内会長が支援者となって、
布団を干してあげたり、食事のおすそ分けなどをしなが
ら、見守り活動を続けていたのでした。

　その後のYさんは、認知症の症状も出てきていることから
施設に入所し暮らしています。預貯金の管理や支払いなど
は社会福祉協議会の日
常生活自立支援事業で
お手伝いすることになり、
安心して生活できるよう
になりました。
　在宅介護支援センタ
ーと地域住民の協力に
より、一人の命を救うこと
ができた事例でした。

　平成12年、社会福祉法が改正さ
れ、地域住民自身も地域福祉の担い
手として明確に位置づけられました
（社会福祉法の第４条）。住民一人ひ
とりが社会的役割を持ち、主体的に社
会参加することで、社会的関係を維
持し、生きがいに満ちた、より豊かな生
活につながることが期待されます。
　こうした施策に沿って盛岡市では、
各地域で生活する市民のみなさん、

事業者、行政の三者で、自分や家族が生活する地域が、将来どうなっていてほしいか、また、そ
れを実現するにはどうしたらいいかについて、参加者同士が自由に話しあいながら、『住民参
加による福祉のまちづくり』の基礎となる、市民・事業者・行政による協働の輪を作ることを目的
に地域福祉ワークショップを開催しています。
　地域福祉ワークショップが開催される地域に住んでいる方ならどなたでも参加できますので、
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」という方は下記までお
問い合わせください。

　ひとり暮らしの高齢者などを対象
に、心と身体の健康を図るために
行われている「ふれあい いきいきサ
ロン」が、先ごろの岩手・宮城内陸
地震の被災地各地で実施され、一
定の効果を上げていることが報告
されています。 　奥州市胆沢区、
衣川区のサロンでは、保健師、栄
養士が参加者の心の不安の相談
に応じたり、夏バテや熱中症になら
ないための食事のとり方などをアドバイスしたりしました。あるサロンには地区のお寺の
住職や近隣の寺の修行僧が参加して、心を和ませ元気になるような話をしたところも
ありました。
　サロンに参加した皆さんは、一様に安堵の表情を見せ、お互いの被災状況を語り
合うなどして心をひらき、和やかな雰囲気のなかで元気を回復していったとのことで
す。 　通常はお茶を飲みながらの交流や、介護予防活動を進める場、といった位置
付けのサロンですが、今回の実施例は被災地でサロンの果たす役割が大きいことを
認識させるものとなりました。
 　

　今回の被災地での市町村社協、県社協の活動状況は岩手県社会福祉協議会
のホームページ（http://www.iwate-shakyo.or.jp）に詳しく紹介されています。開催結果や開催スケジュールは　下記ホームページでご覧ください。

http://www.city.morioka.iwate.jp/06hoken/tiiki/ws/index.html

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

参加申し込み・問い合わせ先



　「おひさまがのぼって　あたたかいにちようびのあさです。ぽ
ん！と　たまごから　ちっぽけなあおむしが　うまれました。あお
むしは　おなかがぺっこぺこ」（エリック・カ－ル作、もりひさし訳
「はらぺこあおむし」）
　絵本の朗読が始まると、子どもたちの目が輝きだす。
　「読むときは、あまり感情移入しないで淡 と々読みます。その
方が子どもたちの心に入っていきやすいし、想像力のじゃまに
ならないと思うんです」（川崎さん）。
　読む早さ、本をめくるタイミングも、その日の子どもたちの様子
を見て加減する。季節感も大事。今（秋）の季節なら木の実や
果物が出てくる作品を選ぶとか。
　それでもやっぱり子どもはあきやすい。２、３冊読んだら気分

転換に手遊びなどを入
れる。
　創作ものだけでなく、
昔話も聞かせる。これ
はメンバーの中に名人
級の語り部がいて、オリ
ジナルものから地元に
伝わる昔話まで素話で
聞かせてくれる。
　会は８年ほど前、渋

民図書館が主催した読み聞かせのボランティア講座を受講し
た人たちが集まって始まった。ネーミングの「とんがりやま」は地
元の姫神山から。定期的な活動は図書館ホワイエで月２回。第
１土曜日午前10時半から11時までと第３水曜日午後3時半から4
時まで。そのほか、依頼があれば玉山区内の小学校、幼稚園、
児童館などに出前もする。
　「お勉強にならないように、あくまでも楽しめる会にしたいで
す。子ども同志、肌を触れあって遊べるような手遊びなどももっと
取り入れていきたいので、私たち自身、レベルを上げなければ。
でも、あまり負担に
ならないように、細く
長く続けようねをモ
ットーにしていま
す」（川崎さん）
　絵本の好きな仲
間を募集中。連絡
は下記の川崎さん
まで。　

　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!!

　7月16日（水）、第35回盛岡市老人ス
ポーツ祭典（主催：盛岡市・盛岡市老人クラ
ブ連合会・盛岡市社会福祉協議会）が岩
手県営運動公園陸上競技場（みたけ
1-10-1）を会場に開催されました。
　全12チーム、総勢852名の選手たちによ
り繰り広げられた熱戦は、青山チームが第
34回・35回祭典連覇を達成し、観客、選
手、祭典関係者から惜しみない拍手が送
られました。

　玉山区内の児童館６館と城内学童クラブに通う子供たち約２５０
名が一堂に集まって、玉山区児童館まつりが７月３１日に盛岡市渋民
運動公園総合体育館（玉山区川崎字川崎1-1）で行われました。
　児童館と学童クラブに通う子供たちでドッジボールやキンボール、
シャフルボード、ユニカールでゲームを行い、互いに交流を図りまし

た。
　シャフルボードやユニカールは
初めて行う子供たちも多く、体育指導員から指導を受けながらゲームを
行っていましたが、すぐにゲームの内容を覚えて楽しんでいました。
　また、ドッジボールでは白熱した対戦が行われ、ボールに当らないようにみ
んな元気に走り回っていました。

～まちづくり提言Ⅳ～
　7月23日（水）、盛岡市総合福祉セ
ンター（若園町2-2）を会場にボラン
ティアから地域を考えるシンポジウム
が開催されました（主催：盛岡市ボラ
ンティア連絡協議会）。
　今回のテーマは「住む」。
　約50名の参加者たちは、シンポジ
ストとして招かれた、町内会長、民生
児童委員、盛岡市社会福祉協議
会、それぞれの立場からの「まちづく
り」の話しに熱心に聞き入っていまし
た。

子どもたちの年齢に合わせ、季節感も考えながら絵本を選ぶ

子どもたちは昔話も大好き

読み聞かせのコツは、感情移入せず淡 と々読むこと

読み聞かせボランティア・とんがりやま
　　　　代　表　川崎　さとみ　
　　　　連絡先　019（683）3164
　　　　会　員　約９名

　8月3日（日）、第37回盛岡市子ども会スポーツ大会（主催：盛岡
市子ども会育成会連絡協議会・盛岡市社会福祉協議会）が盛
岡市アイスアリーナ（本宮字松幅
100-1）を会場に開催されました。
　この日集結したのは第36回大会
の優勝・準優勝・3位チームと、予選
を勝ち抜いたチームの全19チーム。
　選手と監督だけではなく、応援
に来た家族も熱く燃えたこの大会
は、上田小学校区の館向地区子
ども会の優勝で幕を閉じました。



　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9月26日（金）
　　　　午前10時から午後3時　※相談は一人30分以内
場　所　盛岡市玉山総合福祉センター
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

　今年も盛岡市社会福祉協議会が共催または後援する秋の行事が下記の
日程で開催されます。
　みなさんのご来場をお待ちしております。

第13回 ふれあいゲートボール大会
と　き　9月25日（木）小雨決行
ところ　県営運動公園　サッカー場（みたけ1-10-1）
主　催　盛岡市老人クラブ連合会
※ 大雨の場合は9月26日（金）に順延

盛岡市ボランティアまつり「ふれあい広場」
と　き　10月12日（日）　10:00～14:30
ところ　ふれあいランド岩手（三本柳8-1-3）
主　催　盛岡市ボランティア連絡協議会・盛岡市社会福祉協議会
内　容　ボランティア体験・交流コーナー、各種アトラクション、屋台村、フリーマーケット等
〈フリーマーケット出店者募集〉
出店無料。ただし前日準備（14時～16時頃）に協力できる方。
申し込みは、9月29日（月）必着でハガキに住所・氏名・年齢・電
話番号・品目を明記の上、盛岡市社会福祉協議会内「ふれあ
い広場」フリマ係まで
〒020-0886 盛岡市若園町２-２  ※応募多数の場合は抽選
〈ステージ発表グループ募集〉
ふれあい広場会場に設置したステージで、練習の成果を発表してみませんか？
ダンスやバンド演奏等、ジャンルは問いません。募集は３組（３人以上のグループ限定）。１組１０分以内。
申し込み方法は、上記と同じで、ステージ発表係まで
〒020-0886　盛岡市若園町２-２　※応募多数の場合は抽選

第45回 盛岡市老人作品展
と　き　10月28日（火）～30日（木）10:00～17:00
ところ　盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
主　催　盛岡市・盛岡市老人クラブ連合会・盛岡市　　　
　　　　　社会福祉協議会
内　容　写真、絵画（油彩・水彩）、水墨画、書道、手芸、工芸等
※ 作品展に展示する作品を募集しています。応募方法など
　詳細は下記まで。
　　盛岡市社会福祉協議会　老人作品展係　TEL (651)1000
※ 上記予定は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

　岩手県立中央病院内で、「外来案内」「小児科での子どものお相手」「病棟で患者様の
お世話」「植物のお世話」「医学図書の本の案内」「イベントのお手伝い」「本棚の整理」
などをお手伝いいただける方を募集しています。
連絡先　岩手県立中央病院ボランティアひまわり
　　　　岩手県立中央病院ボランティア室　ＴＥＬ（653）1151内線2314
　　　　ご連絡は月曜日の10:00～15:00にお願いします。
http://www.pref.iwate.jp/̃hp9001/iphs/chuohp/himawari/newpage1.htm

　盛岡市社会福祉協議会で実施している「おでかけ送迎サービス」の運転ボランティアを
募集します。
　「おでかけ送迎サービス」はリフト付き福祉車両を運行して、
車イスを使用しなければ通院等が困難な方の移動支援を行う
事業です。
使用する車両：トヨタハイエース（ＭＴ）、ニッサンセレナ（ＡＴ）
運行時間：平日の午前９時から１２時３０分
                または午後１時３０分から４時

お問い合わせは　盛岡市社会福祉協議会　在宅福祉課　TEL（651)1000

母子家庭等の法律相談会
弁護士による相談会を下記のとおり開催します。
あらかじめ予約が必要です。電話でご予約ください。

・対　象　母子・父子世帯の方、寡婦の方
・日　時　10月19日（日）10:00～15:00
　　　　　11月21日（金）10:00～15:00
　　　　　12月17日（水）10:00～15:00
・場　所　岩手県福祉総合相談センター（本町通3-19-1）
・費　用　無料
・申込先　（社）岩手県母子寡婦福祉協会　TEL （623）8539

各 種 相 談 所
　下記の窓口は盛岡市総合福祉センター内（若園町2-2）に設置していま
す。電話での相談やお問い合わせは、盛岡市社会福祉協議会　TEL
（651）1000 まで。

【盛岡市高齢者無料職業紹介所】
　働く能力と希望のある高齢の方に職業を紹介します。
　また、市民のニーズにこたえて、病院の付添い、家事の手伝い、家のまわりの草取り、
庭木の手入れ等、人材（高齢の方）を派遣します。
○ 登録できる方　おおむね65歳以上の方
○ 受付相談日　月～金曜日　8時30分～17時（国民の休日、年末年始を除きます）
※相談は無料ですが、派遣は有料となります（仕事の内容により異なります）

【 盛岡市結婚相談所 】
　幸せな結婚を望んでいる方々のために、結婚相談所を開設しています。
○ 相談の内容

○ 相 談 日　月～金曜日　10時～16時（国民の休日、年末年始を除きます）

【 盛岡市心配ごと相談所 】
　市民の皆さんがかかえる日常的な生活の悩み、家族問題など様々な相談をうかがい、
解決へのアドバイスを行います。
○ 相 談 日　月～金曜日　10時～16時（ 国民の休日、年末年始を除きます）

都南地区心配ごと相談
　司法書士による、人権、相続等に関わる相談を行っています。
○日　時　毎月第3金曜日　午前10時から午後4時
○場　所　盛岡市都南総合支所（津志田14-37-2）

・希望される条件を満たした方、または希望される
　条件に近い方をご紹介します。
・結婚についてのご相談を受け付けます。


