
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

　盛岡市社会福祉協議会の事業活動資金として次の方々からご寄付をいただきました。
　ご協力に感謝し、ご報告申し上げます。
　平成24年6月16日～平成24年8月28日現在（敬称略）
●一般寄付
  社会福祉のために
　　慧会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　都南混声合唱団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
　　大渡　尚子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　特別養護老人ホーム  繋松苑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
　かわいキャンプのために
　　ボーイスカウト 北九州第一団 ベンチャー隊・・・・・・・・・・・・・・・・34,857円
●物品寄付
　かわいキャンプのために
　　桜城地区シルバーメイトの会・・・・タオル330枚、軍手、割りばし、せっけん
　　マカフィー株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・飲料水174箱
　高齢者福祉のために
　　フジモトホールディングス株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車いす1台
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車いす2台
　貸出事業のため
　　山下　健一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイルドシート2台
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ま ご こ ろ

福祉もりおか 盛岡市若園町2-2  盛岡市総合福祉センター
TEL：０１９（６５１）１０００  FAX：０１９（６２２）４９９９

盛岡市社会福祉協議会社会福祉
法　　人2012
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http://www.morioka-shakyo.or.jp/
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＜相談電話　６５１－１０００＞
《高齢者無料職業紹介所》
求　　職：働く能力と意欲のある高齢の方に職業を紹介します。
　　　　　登録できる方　おおむね65歳以上の方
求　　人：病院の付添いや家事の手伝い、草取り、庭木の手入れなど、人材を派遣します。
　　　　　派遣は有料となります。（料金は仕事の内容により異なります）
相談日時：月～金曜日　午前8時30分から午後5時まで（国民の休日、年末年始を除きます）
《結婚相談所》
　幸せな結婚を望んでいる方のために、結婚相談所を開設しています。
相談内容：結婚についての相談を受けます。
　　　　　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。
相 談 日：月・水曜日　午前10時から午後4時まで（国民の休日、年末年始を除きます）
《心配ごと相談所》
　市民のみなさんが抱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
のアドバイスをします。
相 談 日：月～金曜日　午前10時から午後4時まで（国民の休日、年末年始を除きます）
《人権・相続相談》
　司法書士による、人権、相続等に関わる相談を行います。
相談日時：9月21日（金）午前10時から午後4時まで
　　　　　10月19日（金）午前10時から午後4時まで
　　　　　11月16日（金）午前10時から午後4時まで
場　　所：盛岡市役所都南総合支所（津志田14-37-2）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000
《人権・生活相談》
　人権擁護委員による、人権、生活に関する相談を受けます。
相談日時：10月10日(水) 午前10時～午後3時
　　　　　11月14日(水) 午前10時～午後3時
場　　所：盛岡市玉山総合福祉センター（玉山区渋民字泉田360）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会玉山支所　TEL 683-2743

社会福祉協議会の相談窓口

　暑い夏が過ぎようとしておりますが、皆さん体調は大丈夫でしたでしょうか。私は
9月によく体調を崩してしまいます。この時期は気温が不安定になりますので、体調
管理には十分お気をつけください。
　さて、今回の1面に掲載されておりますとおり、10月からは「赤い羽根共同募金
運動」が始まります。この募金は、市内の福祉施設や福祉作業所等の施設整備、町
内会・自治会・ボランティア団体等が実施する地域のための事業への助成など、さま
ざまなことに役立てられております。今年度もぜひご協力をよろしくお願いいたしま
す。（Ｙ）

広告スペース

表紙

縦64mm×横243mm

福祉もりおか広告募集
福祉もりおか　盛岡市社会福祉協議会では「福祉もりおか」への広告掲載企

業を募集しています。
・年5回発行
・盛岡市内全戸配布（一部回覧）
・発行部数　1回約125,200部
・広告料（1回）50,000円（縦64mm×横243ｍｍ）
・申し込み・問い合わせ  盛岡市社会福祉協議会  TEL 651-1000

　盛岡市社会福祉協議会では、ヘルパーステーションで働くホームヘルパーを募集します。
募集職種：ホームヘルパー
必要資格：ホームヘルパー２級以上または介護福祉士資格
雇用形態：非常勤（20分間400円）
募集人数：若干名
勤 務 地：①盛岡駅西口ヘルパーステーション（盛岡駅西通１丁目2-2）
　　　　　②月が丘ヘルパーステーション（月が丘３丁目7-5）
問い合わせ：盛岡駅西口ヘルパーステーション TEL 653-3013 
　　　　　月が丘ヘルパーステーション TEL 645-5125 

ホームヘルパー募集

　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。
日　　時：平成24年9月25日(火) 午前10時～午後3時
　　　　　平成24年11月27日(火) 午前10時～午後3時
場　　所：盛岡市玉山総合福祉センター
　　　　（玉山区渋民字泉田360　盛岡市役所玉山総合事務所隣接）
定　　員：8名（定員に達し次第締め切り）
相談時間：1人30分以内
予 約 先：盛岡市社会福祉協議会玉山支所　TEL 683-2743

弁護士による無料法律相談

　今年も10月１日から共同募金が始まります。
　共同募金は、都道府県ごとに行われており、災害の時などの例外を除き、
集まった募金はその県内で使いみちが決められます。つまり、寄付した皆さ
んの地域で役立てられている募金です。
　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等、社会課題
を解決するための活動や、町内会などが取り組む防災福祉マップづくり、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等、様々な地域課
題を解決するための活動を行う団体に対して助成されます。
　今年も戸別募金、街頭募金、学校募金、職場募金などで
のご協力をよろしくお願いします。

※ 助成を受けた施設・団体からのメッセージが岩手県共同募金会の
　webサイト(下記)で公開されています。ぜひご覧ください。
　http://www.akaihane-iwate.or.jp/

催 し 案 内

昨年の街頭募金の様子

　弁護士による母子・父子家族の方、寡婦の方等の相談会を行います。
　あらかじめ電話でご予約ください。
日　時：平成25年1月18日（金）午前10時～午後3時
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
申し込み：社団法人岩手県母子寡婦福祉連合会、盛岡市ひとり親家庭等就業・自立支援センター
　　　　 TEL 623-8539

ひとり親家族特別法律相談

̶赤い羽根共同募金が始まります̶

ご協力をよろしくお願いします。
「じぶんの町を良くするしくみ」

第51回 盛岡市社会福祉大会かわいキャンプ　2012夏！かわいキャンプ　2012夏！
日　　時：10月24日（水）午後1時（開場12時35分）
　　　　　から午後4時20分まで
場　　所：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：演　題　「今、できること」
　　　　　　　　　　～がんばっぺ！ オラの大好きな日本～
　　　　　講　師　ダニエル・カール氏
【講師プロフィール】
　1960年3月30日生まれ。米国カリフォルニア州モンロビア市出身。パシ
フィック大学（カリフォルニア州ストックトン市）卒。高校時代、交換留学生と
して奈良県智弁学園に1年間在日。大学時代、大阪の関西外国語大学
に4ヶ月学び、その後、京都の二尊院に2ヶ月ホームステイ、佐渡島で4ヶ月
文弥人形づかいの弟子入り。大学卒業後、日本に戻り文部省英語指導
主事助手として山形県に赴任し、3年間英語教育に従事。その後、上京
しセールスマンを経て、翻訳・通訳会社を設立。現在は東京に居をおき、
翻訳・通訳サービス会社を経営する。

※入場は無料ですが、入場整理券が必要です。
　入場整理券は９月20日（木）から次の窓口で配布します。
　盛岡市総合福祉センター、盛岡市玉山総合福祉センター、盛岡市役所本
庁舎、都南総合支所、玉山総合事務所、市内老人福祉センター
　問い合わせ　盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000

■第49回盛岡市老人作品展示会
期　　日：10月16日（火）から18日（木）まで
　　　　　午前10時から午後5時まで
場　　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
主　　催：盛岡市・盛岡市社会福祉協議会・盛岡市
　　　　老人クラブ連合会
内　　容：写真・絵画、書道、手芸、工芸等
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課 TEL 651-1000

■市民福祉茶会
　盛岡市にお住まいの70歳以上の方を福祉茶会にご招待します。

日　　時：11月4日（日）午後1時から
場　　所：杜陵老人福祉センター（南大通1-7-5）
申込方法：招待券をご希望の方は、盛岡市社会福祉協議会へお申し込みください。
　　　　（お１人様１枚まで）
申 込 先：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000

■金婚慶祝会のご案内
　盛岡市と盛岡市老人クラブ連合会では、結婚50年を迎えたご夫婦を対象とした「金
婚慶祝会」の参加者を募集しています。
対　　象：原則として、昭和37年１月１日から12月31日までの間に結婚したご夫婦
日　　時：平成24年11月６日（火）　午前10時から午後1時まで
開催場所：盛岡グランドホテル
参 加 費：ご夫婦で6,000円（集合写真代含む）
申 込 先：各地区老人クラブ会長または、〒020-8530 市役所高齢者支援室内　金婚
　　　　　慶祝会実行委員会へ（詳細は盛岡市広報９月1日号をご覧ください）
申込期限：9月24日（月）必着
問い合わせ：市役所高齢者支援室　TEL 651-4111 内線3565

　盛岡市社会福祉協議会ではデイサービスセンターで利用者さんと一緒にゲームをし
たり、お話をしながら過ごしていただける方を募集します。
　活動場所：盛岡駅西口老人デイサービスセンター
　詳細はデイサービスセンター（TEL653-3011）までお問い合わせ下さい。

デイサービスボランティア募集

　陸前高田市観光物産協会のガイドにより被災地の今を学ぶ研修（ツアー）を行いま
す。
実 施 日：平成24年11月17日（土）
集合時刻：午前7時10分（出発7時30分）
集合・解散場所：盛岡駅西口マリオス入口前
解散予定時刻：午後6時
料金（昼食込）：盛岡市ボランティア連絡協議会会員　2,500円
　　　　　　　：一般市民　　　　　　　　　　　　　3,000円
定　　員：ボラ連会員20名、一般市民20名（先着順）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000
申込期限：10月31日（水）
主　　催：盛岡市ボランティア連絡協議会コーディネートセンター

陸前高田スタディツアー参加者募集

　在宅で介護されている方を対象に、「第2回家族介護者リフレッシュ旅行」の参加
者を募集します。
日　　時：平成24年10月30日（火）～31日（水）　※１泊２日
場　　所：網張温泉など
対 象 者：盛岡市内に居住し、寝たきり等の高齢者及び重度の障がい者を家庭で介護 
　　　　　している家族の方
参 加 費：無料
募集人員：25名（定員となり次第締め切ります）
内　　容：岩手県高齢者相談支援センター見学、交流会など
申し込み：盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000
　　　　　受付開始は、９月21日(金)10時からとなります。

家族介護者リフレッシュ旅行　参加者募集

昨年の作品展の様子

今年も全国から大勢のボランティアさんが参加しました
地元、川井地区の皆さんが
夏祭りに招待してくれました

　東日本大震災の沿岸被災地ボランティア
活動拠点として、宮古市川井地区に設置し
ている「盛岡市かわいキャンプ」は、8月末で
12,534名が利用して活動を行いました。
　震災後1年が経過し、被災地のニーズも
徐々に変化しています。現在は、震災前の生
活や町に戻るよう宅地や畑の草取り、側溝の
泥出しなどが主な活動となっています。
　被災地の復興のため、引
き続き市民の皆さんのご協
力をお願いいたします。
■盛岡市かわいキャンプ
　TEL 0193-76-2005

かわいキャンプ玄関上の
ツバメが巣立ちました

美しい浜辺の再生のために砂浜清掃活動（山田町の荒神海水浴場で）

美しい浜辺の再生のために砂浜清掃活動（山田町の荒神海水浴場で）
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平成23年度 盛岡市社会福祉協議会の決算
もっとひろがれ

ボランティアの輪

唱歌や懐かしの歌謡曲
盛岡ハーモニカ同好会

　盛岡ハーモニカ同
好会は、かつて上田
公民館で行われた
ハーモニカ講習会を
受講した人たちによっ
て結成されました。皆
さんそれまで未経験
だった人たちなそうで
す。その後、地元放送
局が開いたハーモニ

カ教室で練習を重ね、いまやアンサンブル演奏までこなす本
格派のハーモニカ演奏グループです。
　現在のメンバーは、現役を引退した男女12名。女性のほう
が多いです。一番の年輩者は88歳、男性。盛岡市の人がほ
とんどですが、花巻市や秋田県の鹿角市から通う人もいる
そうです。
　ある女性メンバーは「私はゼンソク気味だったんですが、
ハーモニカを吹くといいと教えられてやっていたら、いつの間
にかゼンソクがいなくなりました」と話していました。

　レパートリーは、「楽譜さえあればなんでもできます」という
ことですが、唱歌、懐かしの歌謡曲などを演奏することが多
いようです。
　月２回の練習会、東北ハーモニカ連盟の実技研修会と
いったところで技術を磨いています。そして、地域のボラン
ティアまつりや公民館、施設での演芸会などに出演したり、幼
稚園、保育園、高齢者施設での「ふれあい演奏活動」などを
続けています。
　子どもたちやお年寄りを前にした演奏会では、長さが数セ
ンチのミニハーモニカや、60センチもある和音用のハーモニ
カ、低音用の太い大きなハーモニカ、メロディー用でも何種類
もあるハーモニカをそれぞれ説明します。
　また、演奏する曲の歌詞をプリントして配布し、演奏に合わ
せてみんなで合唱することもあります。懐かしのメロディーに
なるとお年寄りたちは歌詞を見ないで大合唱、演奏が一層
盛り上がります。
　これから催し物の多い季節。ハーモニカ同好会の出番も
多くなりますが、会では一緒に演奏を楽しみませんかと、同好
の士を募っています。

　平成 23 年度 盛岡市社会福祉協議会の決算（資金収支概要）についてお知らせします。
　当年度の財政運営は、一般会計と特別会計を合わせた資金収支合計の当期資金収支差額でマイナス2,178千円となりましたが、おおむね順調に推移しました。会
費収入はほぼ前年度並みでしたが、特別賛助会費は前年度の大幅減収から7.3%の増収となった一方、世帯会費が1.1%の減収となりました。寄附金収入は復興支援を
目的とした寄附金が寄せられたことから20%の増収でした。
　このような状況下、一般会計は、収入が831,601千円、支出は837,010千円で、当期末支払資金は前期末支払資金121,727千円を合わせて116,318千円となりました。
　公益事業特別会計は、収入が59,839千円、支出は56,609千円で、当期末支払資金は前期末支払資金22,343千円を合わせ、25,573千円となりました。
　資金収支のうち、市民の皆さんに関係の深い事業の支出状況は次の通りです。
　盛岡市社会福祉協議会の平成23年度事業報告書及び決算報告書は、事務局（盛岡市若園町2番2号）でご覧いただけます。
地域福祉活動の推進
・地区福祉推進会活動費・事務費の助成 ･･････････････････････････････････ 2,680千円
・ふれあいシルバーサロン･･････････････････････････････････････････････ 5,671千円
・シルバーメイト（盛岡市委託事業） ････････････････････････････････････ 3,367千円
・ふれあい・いきいきサロンづくり
　（高齢者サロンコーディネート事業）（盛岡市委託事業） ･････････････････ 6,095千円
・地域支え合いマップの活用
　（地域支え合いマップ活用等アドバイザリー事業（盛岡市委託事業）････････ 3,971千円
・ふれあいのまちづくり（玉山区） ････････････････････････････････････････ 445千円

高齢者いきがい活動等の支援
・老人スポーツ大会・作品展・芸能大会の支援･･･････････････････････････････ 235千円
・市民福祉茶会 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 60千円

児童の育成支援
・福祉教育の推進 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 155千円
・福祉教育推進モデル事業の推進（岩手県社会福祉協議会委託事業）････････････ 640千円
・児童福祉週間運動・支援････････････････････････････････････････････････ 130千円
・児童館の管理運営 （盛岡市指定管理者指定事業） ･･･････････････････････ 75,477千円
・学童クラブの管理運営（放課後児童健全育成事業）（盛岡市委託事業）
・都南こどもの家 ･････････････････････････････････････････････････････ 7,272千円
・城内学童クラフ ･････････････････････････････････････････････････････ 9,052千円

障がい者（児）の支援
・肢体不自由児キャンプ・雪上教室の支援 ･･･････････････････････････････････ 25千円
・心身障がい児一時介護の支援･･････････････････････････････････････････････ 4千円

ボランティア活動の推進
・ボランティアの養成 ･･･････････････････････････････････････････････････ 175千円
・ボランティアの登録・斡旋･･･････････････････････････････････････････････ 15千円
・ボランティアネットワークづくりの支援 ･･･････････････････････････････････ 11千円
・ボランティア保険の加入助成･･････････････････････････････････････････ 2,055千円
・福祉除雪･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 8千円

福祉団体の育成 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 4,347千円

福祉サービスの利用支援
生活支援相談
・心配ごと相談 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 1,087千円
・結婚相談･････････････････････････････････････････････････････････････ 570千円
・高齢者就労相談 ･････････････････････････････････････････････････････ 2,563千円

日常生活自立支援（岩手県社会福祉協議会委託事業）･･････････････････････ 17,689千円
地域包括支援センター（盛岡市委託事業） ･･･････････････････････････････ 27,130千円

盛岡ハーモニカ同好会
代　表　北本昭二さん
　　　　事務局　佐藤さん
電　話　661-0408（佐藤）
会　員　12名

ボランティア募集

懐かしい曲に合わせて合唱（西見前のデイサービスセンターにて）

 第38回盛岡市老人スポーツ祭典 第38回盛岡市老人スポーツ祭典
優勝は本仙地区、準優勝は青山地区、３位は玉山地区

第41回盛岡市子ども会スポーツ大会第41回盛岡市子ども会スポーツ大会
優勝は館向地区子ども会（上田小学校）

第12回 盛岡市障がい者スポーツ大会第12回 盛岡市障がい者スポーツ大会
たくさんの支援と声援の中で…

平成24年度高校生ボランティアスクール平成24年度高校生ボランティアスクール
被災地での清掃と施設の介護体験など

　７月10日、第38回盛岡市老人スポーツ祭典が岩手県営
運動公園陸上競技場で開催されました。
　昨年は東日本大震災の影響で開催されなかったため２
年ぶりの開催となった祭典に、市内各地から約900名の選
手が集い、個人種目の徒競走のほか、チームワークが重要
な団体種目など、あわせて８つの競技に汗を流しました。
　大会の結果は、優勝本仙地区チーム、準優勝青山地
区チーム、３位玉山地区チームでした。

　なお、この大会の上位入賞者は、９月15日に開催される岩手県いきいきシルバースポーツ大
会の選手に選出されました。

　平成24年度高校生ボランティアスクールが８月８日から３日間行われ、
盛岡市内外の高校生180余名が参加しました。
　初日は全員が盛岡市総合福祉センターでボランティア活動や応急手
当講座などを受講。２、３日目は選択で、ひとつのグループは9日～10日の
2日間、盛岡市内の障がい者施設や高齢者施設、学童クラブなど5ヵ所
に分かれ、入所者と一緒に作業したり介護の体験などをしました。もうひ
とつのグループは10日に山田町の荒神海水浴場砂浜の清掃活動と、大
槌町大ヶ口にある復興住宅建設予定地の草刈りを行いました。

　第41回盛岡市子ども会スポーツ大会（市子ども会育成
会連絡協議会主催）が、7月29日、盛岡市アイスアリーナで
開催され、予選を勝ち抜いた17チームによって熱戦が繰り
広げられました。
　今年は、館向地区子ども会（上田小学校）が優勝、準
優勝は三ツ割第二子ども会（仁王小学校）、第３位は黒三
Ａ（緑が丘小学校）と高松子ども会（上田小学校）でした。
　応援賞の大会会長賞は門ブラックチーム（中野小学
校）に贈られました。

　第12回盛岡市障がい者スポーツ大会が８月25日、
ふれあいランドいわてとビッグハウススーパーレーンに
おいて選手、関係者、ボランティアなど約270名が参
加して開催されました。
　競技は、１kmマラソン、フライングディスク（アキュラ
シー、ディスタンス）、アーチェリー、卓球、サウンドテー
ブルテニス、ボウリングの６種目。
　頑張る選手たちに会場から大きな声援が送られま
した。

ありがとうございます 次の法人・事業所様から社協特別賛助会員としてご支援をいただきました。【平成24年8月17日現在】（敬称略・50音順）

アーク㈱
㈱アイシーエス
㈱ＩＢＣ岩手放送
㈱アイ不動産
青葉化成㈱盛岡営業所
社団医療法人 赤坂病院
秋山会計事務所
アクア工業㈱
㈱あさ開
（資）東家
ＡＬＳＯＫ岩手㈱
㈱イクスル
㈱石田商会
いわぎんリース・データ㈱
学校法人岩手医科大学
岩手いすゞ 自動車㈱
㈱岩手金属工業会館
岩手魚類㈱

岩手県厚生農業協同組合連合会
岩手県歯科医師会
（社）岩手県私立幼稚園連合会
岩手県生命保険協会
（社）岩手県治山林道協会
㈱岩手県農協情報電算センター
岩手県農業協同組合中央会
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㈱
（財）岩手県民共済会
（社）岩手県木炭協会
㈱岩手互助センター
岩手酒類卸㈱
岩手自動車塗装㈱
岩手自動車販売㈱
社団医療法人 智徳会  岩手晴和病院
岩手建物管理㈱

岩手中央酪農業協同組合
岩手トヨタ自動車㈱
岩手トヨペット㈱
岩手道路開発㈱
㈱岩手土木コンサルタント
岩手日産自動車㈱
㈱岩手日報社
㈲岩手日報都南センター
岩手日野自動車㈱
㈱岩手フジカラー
㈱岩手リオン補聴器センター
㈱ウェルネス伯養軒盛岡支店
社団医療法人　久仁会  内丸病院
うな竹本店
梅津医院
㈱エステーモータースクール
エビー㈱
㈱エフエム岩手

岡田電気㈱
小川歯科医院
（合）小原商店
河北印刷㈱
カメイ物流サービス㈱盛岡営業所
川口印刷工業㈱
㈱北東北第一興商
㈱木津屋本店
介護療養型老人保健施設　圭友
小岩井農牧㈱
㈲公楽
㈱興和電設
医療法人あすなろ会 小林小児科ｸﾘﾆｯｸ
㈱坂本屋
㈱桜顔酒造
㈱佐々木電機本店
㈲佐々寅青果
医療法人社団 恵仁会 三愛病院

㈱三伸鋼機
サンリード東北㈱
三陸土建㈱
昭栄建設㈱
昭和パックス㈱盛岡工場
Ｊ．ウォーター㈱
㈱寿広
㈱純情米いわて
㈱ジョイス
㈲セーコー印刷
清水寺
関庄糧穀㈱盛岡支店
全日本食品㈱
㈱ＴＥＣ 総合教育センター学院
㈲曽我工務店
㈱高光建設
㈱田澤洋紙店
医療法人社団 仁悠会　田村医院

第一商事㈱レディーズ・アイ事業部
大泉院
㈱ダイトク
大北証券㈱
（資）中央自動車学校
中央土地㈱
㈲直利庵
㈲漬物みゆき
㈱テレビ岩手
天晶堂都南店
樋下建設㈱
㈱東北イワヤ
㈱東北銀行
東北労働金庫岩手県本部
東洋電業㈱
医療法人 遠山病院
徳清倉庫㈱
医療法人 巖心会 栃内病院

都南金融団（盛岡信用金庫都南支店内）
㈱都南建設
医療法人 仁医会 （財団）都南病院
㈱トヨタレンタリース岩手
㈲豊山商会
㈱杜陵印刷
杜陵高速印刷㈱
㈱土木技研
中亀建設㈱
㈱日興産業
日産チェリー岩手販売㈱
㈱日本デスコ
日本ﾚｼﾞｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ ㈱マッハランド
ネッツトヨタ岩手㈱
㈱蜂屋
㈲パールドライ
東野建設工業㈱
㈱ヒヤマフォトスタヂオ

㈱平金商店
㈱広田薬品
ビューテーサービス㈱
富士水工業㈱
㈱ふるさと交通
㈲藤原アイスクリーム工場
㈱双葉設備アンドサービス
㈲フヂクラドライブクラブ
物産石油瓦斯岩手販売㈱佐藤営業所
ブリヂストンタイヤ岩手販売㈱
㈱北星
㈱ホテル大観
㈱ホテルロイヤル盛岡
前川商事㈲
㈱丸一魚類
丸モ盛岡中央青果㈱
㈲みかわや
㈱みちのく冷熱

㈱道又時計店
㈱三ツ星商会
学校法人 盛岡学園 みなみ幼稚園
㈱宮田燃料
㈱メガネの水晶堂
㈱恵工業
モトモチ商事㈱
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㈱
盛岡観山荘病院
盛岡ガス㈱
盛岡ガス燃料㈱
盛岡市歯科医師会
盛岡信用金庫
㈲盛岡自動車学校
㈲盛岡タイムス社
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
盛岡糖粉㈱
盛岡ニッタン㈱
㈱盛岡窓枠
盛岡遊技業組合
㈲盛岡レンガ
㈲盛都冷機
㈱ヤシマ部品
㈱山與
横河電子機器㈱
㈱ヨコハマタイヤジャパン
㈱吉田測量設計
渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科
㈱渡辺設計事務所

ＮＰＯもりおか配食サービス
配達ボランティア

●高齢者の方々へのお弁当配達です。
●車の運転ができる方なら誰にでもできます。
●週に１回、月に１回でもＯＫ
●ガソリン代はお支払いします。
●配達は、月曜日～金曜日の昼と夕方です。

お問い合わせは
ＮＰＯもりおか配食サービス
盛岡市みたけ２丁目22-50
TEL 648-8810 　FAX 648-8811
E-mail
moriokahaisyoku@fork.ocn.ne.jp

東日本大震災
義援金寄付者
東日本大震災
義援金寄付者

（盛岡市共同募金委員会扱い）（盛岡市共同募金委員会扱い）
平成24年7月1日～平成24年8月28日

匿名 ･･････････････････････････････ 580円

河南町内会連絡協議会 ･･･････････ 49,450円

清水町ふれあいサロン清水町ふれあいサロン
　平成22年10月より開催されている清水町第一町内会「清水町ふれあいサロン」は、
毎月第一月曜日10時から開催されており毎回30名前後の高齢者の方が活発に参加
しています。
　参加者は、毎回、認知症予防効果のある軽体操「ココロからダンス」で体をほぐし、全員大声で合唱や朗読の後、お互い
絶妙な声援をしながら抱腹絶倒の輪投げなどを楽しみ頭と体のリフレッシュを図っています。またマンションの多い地域です
が参加されているマンションの住人の方と以前からの住人の方が仲良く交流の輪を広げています。

■開催場所：馬町会館　　　■内　　容：軽体操、朗読、輪投げ、情報交換ほか
■開催頻度：月１回　　　　■会　　費：100円

おじゃましますおじゃましますSサロン訪問サロン訪問サロン訪問

生活福祉資金等の貸付相談
・生活福祉資金の貸付相談 （岩手県社会福祉協議会委託事業）･･･････････････ 6,761千円
・助け合い資金の貸付相談･･････････････････････････････････････････････ 2,673千円

在宅福祉サービスの推進
介護保険サービス
・指定居宅介護支援 ･･････････････････････････････････････････････････ 22,890千円
・訪問介護・予防訪問介護･････････････････････････････････････････････ 60,423千円
・訪問入浴介護 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 7,232千円
・通所介護・予防通所介護事業･････････････････････････････････････････ 82,834千円

障がい福祉サービス
・居宅介護（ホームヘルプ）･･････････････････････････････････････････････ 317千円
・訪問入浴サービス ･･･････････････････････････････････････････････････ 1,863千円

地域生活支援
・日常生活用具の貸与 ･･･････････････････････････････････････････････････ 118千円
・高齢者世話付住宅援助員の派遣（盛岡市委託事業）･･･････････････････････ 1,756千円
・在宅寝たきり高齢者等紙おむつの支給（盛岡市委託事業） ･････････････････ 6,201千円
・生活管理指導員の派遣（盛岡市委託事業） ････････････････････････････････ 143千円
・いきいき高齢者通所支援（玉山区）（盛岡市委託事業） ･･･････････････････ 1,558千円
・家族介護者のリフレッシュ（盛岡市委託事業）･････････････････････････････ 930千円

外出支援
・おでかけ送迎サービス････････････････････････････････････････････････ 2,197千円
・「ぷらっとcab」の貸出し（車いす同乗福祉自動車貸出事業）････････････････ 364千円

東日本大震災復興支援
・災害ボランティアセンターの設置・運営 ･･･････････････････････････････ 10,841千円
・かわいキャンプの運営（盛岡市委託事業） ･････････････････････････････ 24,522千円
・生活支援事業の推進（岩手県社会福祉協議会委託事業） ･･･････････････････ 2,289千円

広報・啓発
・社会福祉大会の開催 ･････････････････････････････････････････････････ 1,786千円
・会報「福祉もりおか」の発行･･････････････････････････････････････････ 6,065千円
・ホームページの公開 ････････････････････････････････････････････････････ 79千円

総合福祉センターの管理運営･･･････････････････････････････････････････ 18,114千円

和音、低音用のハーモニカ（左手前）を使ってアンサンブルを聴かせてくれる
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平成23年度 盛岡市社会福祉協議会の決算
もっとひろがれ

ボランティアの輪

唱歌や懐かしの歌謡曲
盛岡ハーモニカ同好会

　盛岡ハーモニカ同
好会は、かつて上田
公民館で行われた
ハーモニカ講習会を
受講した人たちによっ
て結成されました。皆
さんそれまで未経験
だった人たちなそうで
す。その後、地元放送
局が開いたハーモニ

カ教室で練習を重ね、いまやアンサンブル演奏までこなす本
格派のハーモニカ演奏グループです。
　現在のメンバーは、現役を引退した男女12名。女性のほう
が多いです。一番の年輩者は88歳、男性。盛岡市の人がほ
とんどですが、花巻市や秋田県の鹿角市から通う人もいる
そうです。
　ある女性メンバーは「私はゼンソク気味だったんですが、
ハーモニカを吹くといいと教えられてやっていたら、いつの間
にかゼンソクがいなくなりました」と話していました。

　レパートリーは、「楽譜さえあればなんでもできます」という
ことですが、唱歌、懐かしの歌謡曲などを演奏することが多
いようです。
　月２回の練習会、東北ハーモニカ連盟の実技研修会と
いったところで技術を磨いています。そして、地域のボラン
ティアまつりや公民館、施設での演芸会などに出演したり、幼
稚園、保育園、高齢者施設での「ふれあい演奏活動」などを
続けています。
　子どもたちやお年寄りを前にした演奏会では、長さが数セ
ンチのミニハーモニカや、60センチもある和音用のハーモニ
カ、低音用の太い大きなハーモニカ、メロディー用でも何種類
もあるハーモニカをそれぞれ説明します。
　また、演奏する曲の歌詞をプリントして配布し、演奏に合わ
せてみんなで合唱することもあります。懐かしのメロディーに
なるとお年寄りたちは歌詞を見ないで大合唱、演奏が一層
盛り上がります。
　これから催し物の多い季節。ハーモニカ同好会の出番も
多くなりますが、会では一緒に演奏を楽しみませんかと、同好
の士を募っています。

　平成 23 年度 盛岡市社会福祉協議会の決算（資金収支概要）についてお知らせします。
　当年度の財政運営は、一般会計と特別会計を合わせた資金収支合計の当期資金収支差額でマイナス2,178千円となりましたが、おおむね順調に推移しました。会
費収入はほぼ前年度並みでしたが、特別賛助会費は前年度の大幅減収から7.3%の増収となった一方、世帯会費が1.1%の減収となりました。寄附金収入は復興支援を
目的とした寄附金が寄せられたことから20%の増収でした。
　このような状況下、一般会計は、収入が831,601千円、支出は837,010千円で、当期末支払資金は前期末支払資金121,727千円を合わせて116,318千円となりました。
　公益事業特別会計は、収入が59,839千円、支出は56,609千円で、当期末支払資金は前期末支払資金22,343千円を合わせ、25,573千円となりました。
　資金収支のうち、市民の皆さんに関係の深い事業の支出状況は次の通りです。
　盛岡市社会福祉協議会の平成23年度事業報告書及び決算報告書は、事務局（盛岡市若園町2番2号）でご覧いただけます。
地域福祉活動の推進
・地区福祉推進会活動費・事務費の助成 ･･････････････････････････････････ 2,680千円
・ふれあいシルバーサロン･･････････････････････････････････････････････ 5,671千円
・シルバーメイト（盛岡市委託事業） ････････････････････････････････････ 3,367千円
・ふれあい・いきいきサロンづくり
　（高齢者サロンコーディネート事業）（盛岡市委託事業） ･････････････････ 6,095千円
・地域支え合いマップの活用
　（地域支え合いマップ活用等アドバイザリー事業（盛岡市委託事業）････････ 3,971千円
・ふれあいのまちづくり（玉山区） ････････････････････････････････････････ 445千円

高齢者いきがい活動等の支援
・老人スポーツ大会・作品展・芸能大会の支援･･･････････････････････････････ 235千円
・市民福祉茶会 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 60千円

児童の育成支援
・福祉教育の推進 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 155千円
・福祉教育推進モデル事業の推進（岩手県社会福祉協議会委託事業）････････････ 640千円
・児童福祉週間運動・支援････････････････････････････････････････････････ 130千円
・児童館の管理運営 （盛岡市指定管理者指定事業） ･･･････････････････････ 75,477千円
・学童クラブの管理運営（放課後児童健全育成事業）（盛岡市委託事業）
・都南こどもの家 ･････････････････････････････････････････････････････ 7,272千円
・城内学童クラフ ･････････････････････････････････････････････････････ 9,052千円

障がい者（児）の支援
・肢体不自由児キャンプ・雪上教室の支援 ･･･････････････････････････････････ 25千円
・心身障がい児一時介護の支援･･････････････････････････････････････････････ 4千円

ボランティア活動の推進
・ボランティアの養成 ･･･････････････････････････････････････････････････ 175千円
・ボランティアの登録・斡旋･･･････････････････････････････････････････････ 15千円
・ボランティアネットワークづくりの支援 ･･･････････････････････････････････ 11千円
・ボランティア保険の加入助成･･････････････････････････････････････････ 2,055千円
・福祉除雪･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 8千円

福祉団体の育成 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 4,347千円

福祉サービスの利用支援
生活支援相談
・心配ごと相談 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 1,087千円
・結婚相談･････････････････････････････････････････････････････････････ 570千円
・高齢者就労相談 ･････････････････････････････････････････････････････ 2,563千円

日常生活自立支援（岩手県社会福祉協議会委託事業）･･････････････････････ 17,689千円
地域包括支援センター（盛岡市委託事業） ･･･････････････････････････････ 27,130千円

盛岡ハーモニカ同好会
代　表　北本昭二さん
　　　　事務局　佐藤さん
電　話　661-0408（佐藤）
会　員　12名

ボランティア募集

懐かしい曲に合わせて合唱（西見前のデイサービスセンターにて）

 第38回盛岡市老人スポーツ祭典 第38回盛岡市老人スポーツ祭典
優勝は本仙地区、準優勝は青山地区、３位は玉山地区

第41回盛岡市子ども会スポーツ大会第41回盛岡市子ども会スポーツ大会
優勝は館向地区子ども会（上田小学校）

第12回 盛岡市障がい者スポーツ大会第12回 盛岡市障がい者スポーツ大会
たくさんの支援と声援の中で…

平成24年度高校生ボランティアスクール平成24年度高校生ボランティアスクール
被災地での清掃と施設の介護体験など

　７月10日、第38回盛岡市老人スポーツ祭典が岩手県営
運動公園陸上競技場で開催されました。
　昨年は東日本大震災の影響で開催されなかったため２
年ぶりの開催となった祭典に、市内各地から約900名の選
手が集い、個人種目の徒競走のほか、チームワークが重要
な団体種目など、あわせて８つの競技に汗を流しました。
　大会の結果は、優勝本仙地区チーム、準優勝青山地
区チーム、３位玉山地区チームでした。

　なお、この大会の上位入賞者は、９月15日に開催される岩手県いきいきシルバースポーツ大
会の選手に選出されました。

　平成24年度高校生ボランティアスクールが８月８日から３日間行われ、
盛岡市内外の高校生180余名が参加しました。
　初日は全員が盛岡市総合福祉センターでボランティア活動や応急手
当講座などを受講。２、３日目は選択で、ひとつのグループは9日～10日の
2日間、盛岡市内の障がい者施設や高齢者施設、学童クラブなど5ヵ所
に分かれ、入所者と一緒に作業したり介護の体験などをしました。もうひ
とつのグループは10日に山田町の荒神海水浴場砂浜の清掃活動と、大
槌町大ヶ口にある復興住宅建設予定地の草刈りを行いました。

　第41回盛岡市子ども会スポーツ大会（市子ども会育成
会連絡協議会主催）が、7月29日、盛岡市アイスアリーナで
開催され、予選を勝ち抜いた17チームによって熱戦が繰り
広げられました。
　今年は、館向地区子ども会（上田小学校）が優勝、準
優勝は三ツ割第二子ども会（仁王小学校）、第３位は黒三
Ａ（緑が丘小学校）と高松子ども会（上田小学校）でした。
　応援賞の大会会長賞は門ブラックチーム（中野小学
校）に贈られました。

　第12回盛岡市障がい者スポーツ大会が８月25日、
ふれあいランドいわてとビッグハウススーパーレーンに
おいて選手、関係者、ボランティアなど約270名が参
加して開催されました。
　競技は、１kmマラソン、フライングディスク（アキュラ
シー、ディスタンス）、アーチェリー、卓球、サウンドテー
ブルテニス、ボウリングの６種目。
　頑張る選手たちに会場から大きな声援が送られま
した。

ありがとうございます 次の法人・事業所様から社協特別賛助会員としてご支援をいただきました。【平成24年8月17日現在】（敬称略・50音順）

アーク㈱
㈱アイシーエス
㈱ＩＢＣ岩手放送
㈱アイ不動産
青葉化成㈱盛岡営業所
社団医療法人 赤坂病院
秋山会計事務所
アクア工業㈱
㈱あさ開
（資）東家
ＡＬＳＯＫ岩手㈱
㈱イクスル
㈱石田商会
いわぎんリース・データ㈱
学校法人岩手医科大学
岩手いすゞ 自動車㈱
㈱岩手金属工業会館
岩手魚類㈱

岩手県厚生農業協同組合連合会
岩手県歯科医師会
（社）岩手県私立幼稚園連合会
岩手県生命保険協会
（社）岩手県治山林道協会
㈱岩手県農協情報電算センター
岩手県農業協同組合中央会
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㈱
（財）岩手県民共済会
（社）岩手県木炭協会
㈱岩手互助センター
岩手酒類卸㈱
岩手自動車塗装㈱
岩手自動車販売㈱
社団医療法人 智徳会  岩手晴和病院
岩手建物管理㈱

岩手中央酪農業協同組合
岩手トヨタ自動車㈱
岩手トヨペット㈱
岩手道路開発㈱
㈱岩手土木コンサルタント
岩手日産自動車㈱
㈱岩手日報社
㈲岩手日報都南センター
岩手日野自動車㈱
㈱岩手フジカラー
㈱岩手リオン補聴器センター
㈱ウェルネス伯養軒盛岡支店
社団医療法人　久仁会  内丸病院
うな竹本店
梅津医院
㈱エステーモータースクール
エビー㈱
㈱エフエム岩手

岡田電気㈱
小川歯科医院
（合）小原商店
河北印刷㈱
カメイ物流サービス㈱盛岡営業所
川口印刷工業㈱
㈱北東北第一興商
㈱木津屋本店
介護療養型老人保健施設　圭友
小岩井農牧㈱
㈲公楽
㈱興和電設
医療法人あすなろ会 小林小児科ｸﾘﾆｯｸ
㈱坂本屋
㈱桜顔酒造
㈱佐々木電機本店
㈲佐々寅青果
医療法人社団 恵仁会 三愛病院

㈱三伸鋼機
サンリード東北㈱
三陸土建㈱
昭栄建設㈱
昭和パックス㈱盛岡工場
Ｊ．ウォーター㈱
㈱寿広
㈱純情米いわて
㈱ジョイス
㈲セーコー印刷
清水寺
関庄糧穀㈱盛岡支店
全日本食品㈱
㈱ＴＥＣ 総合教育センター学院
㈲曽我工務店
㈱高光建設
㈱田澤洋紙店
医療法人社団 仁悠会　田村医院

第一商事㈱レディーズ・アイ事業部
大泉院
㈱ダイトク
大北証券㈱
（資）中央自動車学校
中央土地㈱
㈲直利庵
㈲漬物みゆき
㈱テレビ岩手
天晶堂都南店
樋下建設㈱
㈱東北イワヤ
㈱東北銀行
東北労働金庫岩手県本部
東洋電業㈱
医療法人 遠山病院
徳清倉庫㈱
医療法人 巖心会 栃内病院

都南金融団（盛岡信用金庫都南支店内）
㈱都南建設
医療法人 仁医会 （財団）都南病院
㈱トヨタレンタリース岩手
㈲豊山商会
㈱杜陵印刷
杜陵高速印刷㈱
㈱土木技研
中亀建設㈱
㈱日興産業
日産チェリー岩手販売㈱
㈱日本デスコ
日本ﾚｼﾞｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ ㈱マッハランド
ネッツトヨタ岩手㈱
㈱蜂屋
㈲パールドライ
東野建設工業㈱
㈱ヒヤマフォトスタヂオ

㈱平金商店
㈱広田薬品
ビューテーサービス㈱
富士水工業㈱
㈱ふるさと交通
㈲藤原アイスクリーム工場
㈱双葉設備アンドサービス
㈲フヂクラドライブクラブ
物産石油瓦斯岩手販売㈱佐藤営業所
ブリヂストンタイヤ岩手販売㈱
㈱北星
㈱ホテル大観
㈱ホテルロイヤル盛岡
前川商事㈲
㈱丸一魚類
丸モ盛岡中央青果㈱
㈲みかわや
㈱みちのく冷熱

㈱道又時計店
㈱三ツ星商会
学校法人 盛岡学園 みなみ幼稚園
㈱宮田燃料
㈱メガネの水晶堂
㈱恵工業
モトモチ商事㈱
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㈱
盛岡観山荘病院
盛岡ガス㈱
盛岡ガス燃料㈱
盛岡市歯科医師会
盛岡信用金庫
㈲盛岡自動車学校
㈲盛岡タイムス社
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
盛岡糖粉㈱
盛岡ニッタン㈱
㈱盛岡窓枠
盛岡遊技業組合
㈲盛岡レンガ
㈲盛都冷機
㈱ヤシマ部品
㈱山與
横河電子機器㈱
㈱ヨコハマタイヤジャパン
㈱吉田測量設計
渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科
㈱渡辺設計事務所

ＮＰＯもりおか配食サービス
配達ボランティア

●高齢者の方々へのお弁当配達です。
●車の運転ができる方なら誰にでもできます。
●週に１回、月に１回でもＯＫ
●ガソリン代はお支払いします。
●配達は、月曜日～金曜日の昼と夕方です。

お問い合わせは
ＮＰＯもりおか配食サービス
盛岡市みたけ２丁目22-50
TEL 648-8810 　FAX 648-8811
E-mail
moriokahaisyoku@fork.ocn.ne.jp

東日本大震災
義援金寄付者
東日本大震災
義援金寄付者

（盛岡市共同募金委員会扱い）（盛岡市共同募金委員会扱い）
平成24年7月1日～平成24年8月28日

匿名 ･･････････････････････････････ 580円

河南町内会連絡協議会 ･･･････････ 49,450円

清水町ふれあいサロン清水町ふれあいサロン
　平成22年10月より開催されている清水町第一町内会「清水町ふれあいサロン」は、
毎月第一月曜日10時から開催されており毎回30名前後の高齢者の方が活発に参加
しています。
　参加者は、毎回、認知症予防効果のある軽体操「ココロからダンス」で体をほぐし、全員大声で合唱や朗読の後、お互い
絶妙な声援をしながら抱腹絶倒の輪投げなどを楽しみ頭と体のリフレッシュを図っています。またマンションの多い地域です
が参加されているマンションの住人の方と以前からの住人の方が仲良く交流の輪を広げています。

■開催場所：馬町会館　　　■内　　容：軽体操、朗読、輪投げ、情報交換ほか
■開催頻度：月１回　　　　■会　　費：100円

おじゃましますおじゃましますSサロン訪問サロン訪問サロン訪問

生活福祉資金等の貸付相談
・生活福祉資金の貸付相談 （岩手県社会福祉協議会委託事業）･･･････････････ 6,761千円
・助け合い資金の貸付相談･･････････････････････････････････････････････ 2,673千円

在宅福祉サービスの推進
介護保険サービス
・指定居宅介護支援 ･･････････････････････････････････････････････････ 22,890千円
・訪問介護・予防訪問介護･････････････････････････････････････････････ 60,423千円
・訪問入浴介護 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 7,232千円
・通所介護・予防通所介護事業･････････････････････････････････････････ 82,834千円

障がい福祉サービス
・居宅介護（ホームヘルプ）･･････････････････････････････････････････････ 317千円
・訪問入浴サービス ･･･････････････････････････････････････････････････ 1,863千円

地域生活支援
・日常生活用具の貸与 ･･･････････････････････････････････････････････････ 118千円
・高齢者世話付住宅援助員の派遣（盛岡市委託事業）･･･････････････････････ 1,756千円
・在宅寝たきり高齢者等紙おむつの支給（盛岡市委託事業） ･････････････････ 6,201千円
・生活管理指導員の派遣（盛岡市委託事業） ････････････････････････････････ 143千円
・いきいき高齢者通所支援（玉山区）（盛岡市委託事業） ･･･････････････････ 1,558千円
・家族介護者のリフレッシュ（盛岡市委託事業）･････････････････････････････ 930千円

外出支援
・おでかけ送迎サービス････････････････････････････････････････････････ 2,197千円
・「ぷらっとcab」の貸出し（車いす同乗福祉自動車貸出事業）････････････････ 364千円

東日本大震災復興支援
・災害ボランティアセンターの設置・運営 ･･･････････････････････････････ 10,841千円
・かわいキャンプの運営（盛岡市委託事業） ･････････････････････････････ 24,522千円
・生活支援事業の推進（岩手県社会福祉協議会委託事業） ･･･････････････････ 2,289千円

広報・啓発
・社会福祉大会の開催 ･････････････････････････････････････････････････ 1,786千円
・会報「福祉もりおか」の発行･･････････････････････････････････････････ 6,065千円
・ホームページの公開 ････････････････････････････････････････････････････ 79千円

総合福祉センターの管理運営･･･････････････････････････････････････････ 18,114千円

和音、低音用のハーモニカ（左手前）を使ってアンサンブルを聴かせてくれる
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地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

　盛岡市社会福祉協議会の事業活動資金として次の方々からご寄付をいただきました。
　ご協力に感謝し、ご報告申し上げます。
　平成24年6月16日～平成24年8月28日現在（敬称略）
●一般寄付
  社会福祉のために
　　慧会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　都南混声合唱団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
　　大渡　尚子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　特別養護老人ホーム  繋松苑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
　かわいキャンプのために
　　ボーイスカウト 北九州第一団 ベンチャー隊・・・・・・・・・・・・・・・・34,857円
●物品寄付
　かわいキャンプのために
　　桜城地区シルバーメイトの会・・・・タオル330枚、軍手、割りばし、せっけん
　　マカフィー株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・飲料水174箱
　高齢者福祉のために
　　フジモトホールディングス株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車いす1台
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車いす2台
　貸出事業のため
　　山下　健一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイルドシート2台
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福祉もりおか 盛岡市若園町2-2  盛岡市総合福祉センター
TEL：０１９（６５１）１０００  FAX：０１９（６２２）４９９９

盛岡市社会福祉協議会社会福祉
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＜相談電話　６５１－１０００＞
《高齢者無料職業紹介所》
求　　職：働く能力と意欲のある高齢の方に職業を紹介します。
　　　　　登録できる方　おおむね65歳以上の方
求　　人：病院の付添いや家事の手伝い、草取り、庭木の手入れなど、人材を派遣します。
　　　　　派遣は有料となります。（料金は仕事の内容により異なります）
相談日時：月～金曜日　午前8時30分から午後5時まで（国民の休日、年末年始を除きます）
《結婚相談所》
　幸せな結婚を望んでいる方のために、結婚相談所を開設しています。
相談内容：結婚についての相談を受けます。
　　　　　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。
相 談 日：月・水曜日　午前10時から午後4時まで（国民の休日、年末年始を除きます）
《心配ごと相談所》
　市民のみなさんが抱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
のアドバイスをします。
相 談 日：月～金曜日　午前10時から午後4時まで（国民の休日、年末年始を除きます）
《人権・相続相談》
　司法書士による、人権、相続等に関わる相談を行います。
相談日時：9月21日（金）午前10時から午後4時まで
　　　　　10月19日（金）午前10時から午後4時まで
　　　　　11月16日（金）午前10時から午後4時まで
場　　所：盛岡市役所都南総合支所（津志田14-37-2）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000
《人権・生活相談》
　人権擁護委員による、人権、生活に関する相談を受けます。
相談日時：10月10日(水) 午前10時～午後3時
　　　　　11月14日(水) 午前10時～午後3時
場　　所：盛岡市玉山総合福祉センター（玉山区渋民字泉田360）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会玉山支所　TEL 683-2743

社会福祉協議会の相談窓口

　暑い夏が過ぎようとしておりますが、皆さん体調は大丈夫でしたでしょうか。私は
9月によく体調を崩してしまいます。この時期は気温が不安定になりますので、体調
管理には十分お気をつけください。
　さて、今回の1面に掲載されておりますとおり、10月からは「赤い羽根共同募金
運動」が始まります。この募金は、市内の福祉施設や福祉作業所等の施設整備、町
内会・自治会・ボランティア団体等が実施する地域のための事業への助成など、さま
ざまなことに役立てられております。今年度もぜひご協力をよろしくお願いいたしま
す。（Ｙ）

広告スペース

表紙

縦64mm×横243mm

福祉もりおか広告募集
福祉もりおか　盛岡市社会福祉協議会では「福祉もりおか」への広告掲載企

業を募集しています。
・年5回発行
・盛岡市内全戸配布（一部回覧）
・発行部数　1回約125,200部
・広告料（1回）50,000円（縦64mm×横243ｍｍ）
・申し込み・問い合わせ  盛岡市社会福祉協議会  TEL 651-1000

　盛岡市社会福祉協議会では、ヘルパーステーションで働くホームヘルパーを募集します。
募集職種：ホームヘルパー
必要資格：ホームヘルパー２級以上または介護福祉士資格
雇用形態：非常勤（20分間400円）
募集人数：若干名
勤 務 地：①盛岡駅西口ヘルパーステーション（盛岡駅西通１丁目2-2）
　　　　　②月が丘ヘルパーステーション（月が丘３丁目7-5）
問い合わせ：盛岡駅西口ヘルパーステーション TEL 653-3013 
　　　　　月が丘ヘルパーステーション TEL 645-5125 

ホームヘルパー募集

　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。
日　　時：平成24年9月25日(火) 午前10時～午後3時
　　　　　平成24年11月27日(火) 午前10時～午後3時
場　　所：盛岡市玉山総合福祉センター
　　　　（玉山区渋民字泉田360　盛岡市役所玉山総合事務所隣接）
定　　員：8名（定員に達し次第締め切り）
相談時間：1人30分以内
予 約 先：盛岡市社会福祉協議会玉山支所　TEL 683-2743

弁護士による無料法律相談

　今年も10月１日から共同募金が始まります。
　共同募金は、都道府県ごとに行われており、災害の時などの例外を除き、
集まった募金はその県内で使いみちが決められます。つまり、寄付した皆さ
んの地域で役立てられている募金です。
　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等、社会課題
を解決するための活動や、町内会などが取り組む防災福祉マップづくり、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等、様々な地域課
題を解決するための活動を行う団体に対して助成されます。
　今年も戸別募金、街頭募金、学校募金、職場募金などで
のご協力をよろしくお願いします。

※ 助成を受けた施設・団体からのメッセージが岩手県共同募金会の
　webサイト(下記)で公開されています。ぜひご覧ください。
　http://www.akaihane-iwate.or.jp/

催 し 案 内

昨年の街頭募金の様子

　弁護士による母子・父子家族の方、寡婦の方等の相談会を行います。
　あらかじめ電話でご予約ください。
日　時：平成25年1月18日（金）午前10時～午後3時
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
申し込み：社団法人岩手県母子寡婦福祉連合会、盛岡市ひとり親家庭等就業・自立支援センター
　　　　 TEL 623-8539

ひとり親家族特別法律相談

̶赤い羽根共同募金が始まります̶

ご協力をよろしくお願いします。
「じぶんの町を良くするしくみ」

第51回 盛岡市社会福祉大会かわいキャンプ　2012夏！かわいキャンプ　2012夏！
日　　時：10月24日（水）午後1時（開場12時35分）
　　　　　から午後4時20分まで
場　　所：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：演　題　「今、できること」
　　　　　　　　　　～がんばっぺ！ オラの大好きな日本～
　　　　　講　師　ダニエル・カール氏
【講師プロフィール】
　1960年3月30日生まれ。米国カリフォルニア州モンロビア市出身。パシ
フィック大学（カリフォルニア州ストックトン市）卒。高校時代、交換留学生と
して奈良県智弁学園に1年間在日。大学時代、大阪の関西外国語大学
に4ヶ月学び、その後、京都の二尊院に2ヶ月ホームステイ、佐渡島で4ヶ月
文弥人形づかいの弟子入り。大学卒業後、日本に戻り文部省英語指導
主事助手として山形県に赴任し、3年間英語教育に従事。その後、上京
しセールスマンを経て、翻訳・通訳会社を設立。現在は東京に居をおき、
翻訳・通訳サービス会社を経営する。

※入場は無料ですが、入場整理券が必要です。
　入場整理券は９月20日（木）から次の窓口で配布します。
　盛岡市総合福祉センター、盛岡市玉山総合福祉センター、盛岡市役所本
庁舎、都南総合支所、玉山総合事務所、市内老人福祉センター
　問い合わせ　盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000

■第49回盛岡市老人作品展示会
期　　日：10月16日（火）から18日（木）まで
　　　　　午前10時から午後5時まで
場　　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
主　　催：盛岡市・盛岡市社会福祉協議会・盛岡市
　　　　老人クラブ連合会
内　　容：写真・絵画、書道、手芸、工芸等
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課 TEL 651-1000

■市民福祉茶会
　盛岡市にお住まいの70歳以上の方を福祉茶会にご招待します。

日　　時：11月4日（日）午後1時から
場　　所：杜陵老人福祉センター（南大通1-7-5）
申込方法：招待券をご希望の方は、盛岡市社会福祉協議会へお申し込みください。
　　　　（お１人様１枚まで）
申 込 先：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000

■金婚慶祝会のご案内
　盛岡市と盛岡市老人クラブ連合会では、結婚50年を迎えたご夫婦を対象とした「金
婚慶祝会」の参加者を募集しています。
対　　象：原則として、昭和37年１月１日から12月31日までの間に結婚したご夫婦
日　　時：平成24年11月６日（火）　午前10時から午後1時まで
開催場所：盛岡グランドホテル
参 加 費：ご夫婦で6,000円（集合写真代含む）
申 込 先：各地区老人クラブ会長または、〒020-8530 市役所高齢者支援室内　金婚
　　　　　慶祝会実行委員会へ（詳細は盛岡市広報９月1日号をご覧ください）
申込期限：9月24日（月）必着
問い合わせ：市役所高齢者支援室　TEL 651-4111 内線3565

　盛岡市社会福祉協議会ではデイサービスセンターで利用者さんと一緒にゲームをし
たり、お話をしながら過ごしていただける方を募集します。
　活動場所：盛岡駅西口老人デイサービスセンター
　詳細はデイサービスセンター（TEL653-3011）までお問い合わせ下さい。

デイサービスボランティア募集

　陸前高田市観光物産協会のガイドにより被災地の今を学ぶ研修（ツアー）を行いま
す。
実 施 日：平成24年11月17日（土）
集合時刻：午前7時10分（出発7時30分）
集合・解散場所：盛岡駅西口マリオス入口前
解散予定時刻：午後6時
料金（昼食込）：盛岡市ボランティア連絡協議会会員　2,500円
　　　　　　　：一般市民　　　　　　　　　　　　　3,000円
定　　員：ボラ連会員20名、一般市民20名（先着順）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000
申込期限：10月31日（水）
主　　催：盛岡市ボランティア連絡協議会コーディネートセンター

陸前高田スタディツアー参加者募集

　在宅で介護されている方を対象に、「第2回家族介護者リフレッシュ旅行」の参加
者を募集します。
日　　時：平成24年10月30日（火）～31日（水）　※１泊２日
場　　所：網張温泉など
対 象 者：盛岡市内に居住し、寝たきり等の高齢者及び重度の障がい者を家庭で介護 
　　　　　している家族の方
参 加 費：無料
募集人員：25名（定員となり次第締め切ります）
内　　容：岩手県高齢者相談支援センター見学、交流会など
申し込み：盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000
　　　　　受付開始は、９月21日(金)10時からとなります。

家族介護者リフレッシュ旅行　参加者募集

昨年の作品展の様子

今年も全国から大勢のボランティアさんが参加しました
地元、川井地区の皆さんが
夏祭りに招待してくれました

　東日本大震災の沿岸被災地ボランティア
活動拠点として、宮古市川井地区に設置し
ている「盛岡市かわいキャンプ」は、8月末で
12,534名が利用して活動を行いました。
　震災後1年が経過し、被災地のニーズも
徐々に変化しています。現在は、震災前の生
活や町に戻るよう宅地や畑の草取り、側溝の
泥出しなどが主な活動となっています。
　被災地の復興のため、引
き続き市民の皆さんのご協
力をお願いいたします。
■盛岡市かわいキャンプ
　TEL 0193-76-2005

かわいキャンプ玄関上の
ツバメが巣立ちました

美しい浜辺の再生のために砂浜清掃活動（山田町の荒神海水浴場で）

美しい浜辺の再生のために砂浜清掃活動（山田町の荒神海水浴場で）
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