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相互に支え合う地域づくりに向けて相互に支え合う地域づくりに向けて
平成27年度 盛岡市社会福祉協議会事業計画概要

重　点　項　目

　盛岡市社会福祉協議会の平成27年度事業計画と予算が決まりましたのでお知らせします。
　事業計画のうち、重点項目は下記の通りです。
　なお、事業計画・予算の詳細は、当協議会（若園町2-2　盛岡市総合福祉センター内）備え付
けの資料、またはホームページ（http://www.morioka-shakyo.or.jp/）で
　ご覧いただけます。　　

会長就任のご挨拶

１　地域福祉活動の推進
　最終年となる地域福祉活動計画に沿って、地区福祉推進会や町内会・自治会等
が行う見守り活動やサロン活動等の地域福祉活動を支援し、良好な交流と相互の
支え合いによるまちづくりを推進するとともに、来年度からの次期計画策定に向けて
地区福祉懇談会を開催し市民の皆様からご意見をお伺いするほか、関係団体と連
携を図りながら策定に取り組みます。
　また、新たに地域福祉コーディネーター2名を配置し、要援護者に対する個別支援
や住民活動のコーディネートを行うなど、既存の福祉サービスだけでは対応しきれない
課題に向け、支援等の仕組みづくりに取り組みます。

２　ボランティア活動の推進
　ボランティア活動の担い手となる方々に対してボランティア情報を提供し養成を行
うとともに、福祉教育と連動したボランティア意識の高揚や地域住民の生活支援、
災害時等に対応するボランティアの育成を図る事業を進め、ボランティア活動の活
性化を図り、身近な地域でのつながりづくりを進めます。

３　福祉サービスの利用支援
　増加している生活福祉資金・助け合い資金の貸付相談、今後見込まれる認知症
高齢者等の増加に対応するため相談員を増員し相談態勢を整えるとともに、これら
の事業を所掌する「生活支援係」を地域福祉課に新設し、住みなれた地域での生活
が継続できるよう努めます。

４　介護保険事業サービスの推進
　地域社会で安心して暮らし、社会参加をすることができるよう、自立に向けた生活
支援に努めるとともに、利用者本位で地域に密着したサービスを展開します。さらに、
介護保険制度改正を受け地域福祉と介護サービスの連携強化を図るとともに、医
療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される「住民主体の地域包括ケア
システム」の推進に取り組んでまいります。また、職員体制を充実・強化し、介護保険
事業の円滑な運営と安定経営を図るとともに、外部に開放された研修事業に取り組
み、地域に密着した社協らしい施設運営に取り組みます。

５　東日本大震災被災地の復興支援
　東日本大震災による沿岸被災地の復興を支援するため、被災地の各復興支援
センターと連絡調整を図りながら、ボランティア団体等と連携して支援活動を行うとと
もに、もりおか復興支援センターと連携しながら内陸避難者の支援活動を行います。

６　効果的、効率的な業務執行と職員の育成
　今後見込まれる社会福祉法人への様々な要求に対応できるよう、中長期計画策
定に取り組むとともに、新たな時代に対応した人事戦略のため、適正な職員体制の
明確化と確立を行います。社協事務事業の全般については職員参加による見直し・
改善を行い、社協職員育成基本方針に基づき、職場内外の職員研修の実施等職
員の育成につながるシステムの確立を図ります。

　日頃、盛岡市社会福祉協議会へのご理解ご協力を賜り、
誠にありがとうございます。
　この度、本協議会会長に就任いたしました川村裕でござ
います。
　微力ではございますが、地域福祉の充実と発展のため鋭
意努力してまいる所存でございます。どうぞよろしくお願
いいたします。
　さて、わが国では急速な少子高齢社会の進行や家族機能
の低下により社会福祉を取り巻く情勢は大きく変容してお

り、また、それに伴い地域社会のつながりの希薄化や家族等の変化、
社会的孤立やいじめ、介護や子育てに対する不安など、多様な要因を
背景として、当事者の努力や公的な福祉サービスでは対応しきれない
状況が生まれてきております。
　このような中、本協議会においては、これまで取り組んできた地域
福祉活動の一層の充実を図り、多様な生活課題や福祉課題を受け止
め、一人ひとりが安心して生活を送ることができるよう地域福祉コー
ディネーター2名を配置するとともに、生活支援係を新設するなど体
制を整え、地域に密着した活動を積極的に展開していきたいと考えて
おります。
　市民の皆様のより一層のご支援、ご協力を賜りますよう、心からお
願い申し上げ会長就任のご挨拶といたします。

会長　川村　裕

世帯会費（１世帯２００円） 　１９，０００千円

個人会費（１名５００円） 　　　　９４０千円

団体・施設会費（１団体２，０００円）　　　　３６０千円

特別賛助会費（法人・事業所） 　　１，４００千円

※

会費収入の内訳

【21,700千円】

収　入
810,423千円

支　出
810,423千円

事務局人件費・事務費 
173,794千円

地域福祉活動事業費 
50,960千円

福祉サービス 
利用支援事業費 
81,180千円

在宅福祉サービス事業費 
16,655千円

東日本大震災 
被災者支援事業費 
3,806千円

広報活動費 
8,526千円

総合福祉センター 
管理運営費 
25,612千円

障がい福祉サービス 
介護保険事業費 
213,970千円

児童館・学童クラブ 
管理運営費 
97,743千円

基金運用 
積立金積立・取崩し 
138,177千円

会費収入(※) 
21,700千円 寄附金 

2,900千円 市補助金等 
160,919千円

赤い羽根共同募金助成金 
10,767千円

歳末たすけあい募金
助成金 

13,495千円

県社協受託金 
40,882千円

市受託金 
140,601千円

利用料・賃貸料 
8,106千円

助け合い資金償還金 
4,200千円

障がい福祉サービス 
介護保険事業収入 
202,934千円

繰入金・利息・取崩等 
203,919千円
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銀行通帳

あなたの暮らしの「安心」をお手伝い
～福祉サービスの利用手続きや各種支払いの代行を行います～

地域を支援する
地域福祉コーディネーターを配置しました

地域を支援する
地域福祉コーディネーターを配置しました

Q. どんなサービスが受けられますか？
A. 生活支援員が自宅等を訪問して下記のサービスを行います。
・各種福祉サービスの情報提供や利用に関する相談に応じます。
・福祉サービスの利用やサービスをやめる手続きのお手伝いをします。
・日常生活に欠かせない生活費の出し入れや福祉サービスの利用料、医療
費、税金、保険料、公共料金の支払いをお手伝いします。

・通帳や印鑑、権利証書など大切な書類をお預かりします。
Q. 利用料はいくらですか？
A. 相談や契約までの費用は無料です。

契約後の支援計画に基づく支援活動は1時間あたり1,300円です。
（生活保護世帯の方は無料です）

Q. 利用するためにはどのようにすればいいですか？
A. 盛岡市社会福祉協議会にご相談ください。日常生活自立支援事業の専門員が
お話を伺い、相談に応じます。（必要に応じて訪問もします）
・利用を希望する方と数回の面談を行い、契約の意思確認を行います。
・契約書を取り交わした上で、支援計画書を作成し計画に沿って支援活動を行
います。

問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会  地域福祉課  生活支援係  TEL 651-1000

　盛岡市社会福祉協議会では、認知症、知的障がい、精神障がいなどで福祉サービスの利用手続き等に不安を抱える方のために、利用の援助や代行、各種利用
料金の支払い代行などを行っています。

日常生活自立支援事業

　民生委員は、民生委員法に基づいて、盛岡市長の推薦で、厚生労働大臣から
委嘱され、それぞれ担当する区域内で、地域福祉推進のための幅広い活動を
行っています。
　任期は3年で、全国では23万人、岩手県では3,734人（うち主任児童委員355
人）の定数が定められ、盛岡市では574人（うち主任児童委員56人）の民生委員
が活動しています。（主任児童委員は、地域内の子どもや児童福祉に関する相
談支援を専門に担当し、民生委員と共に活動します。）
　民生委員は、地域ごとに一人ひとり担当区域が定められており、生活上の困り
ごとに住民の目線に立った相談に応じる身近な相談相手です。福祉をはじめとし
た様 な々関係機関と連携しており、住民と関係機関との「つなぎ役」として相談支
援活動を行います。
　また、地域の支え合いのしくみづくりなどを地域の方 と々一緒にすすめ、安心し
て住みやすいまちづくりをめざします。
　法律で、知り得た秘密を守ることが義務付けられておりますので、安心してお気
軽にご相談ください。
　お住まいの地域の民生委員を知りたい方は下記へお問い合わせください。
盛岡市役所 地域福祉課 TEL 651-4111（内線2522～2524・2533）
盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000

　盛岡市社会福祉協議
会では、ひとり暮らし高齢
者などを、地域の方が見
守りを行う「シルバーメイト
事業」を行っています。実
施主体は、各地区福祉推
進会になります。

○メイトとは…
地域のボランティアさんです。
○どんな人が利用できるの？
ひとり暮らし高齢者の他、高齢者世帯や日中一人だけになる高齢者の方も利
用することができます。（利用は無料）
○見守りの内容
①日常の安否確認、見守り活動
　声掛けや訪問、新聞の取り込みなどを通して見守りを行います。
②関係機関への連絡
　相談ごとなどがあった場合に、関係機関へ連絡します。

　問い合わせ：社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係 TEL 651-1000

あなたのまちの
民生委員！

あなたのまちの
民生委員！

シルバーメイト事業シルバーメイト事業

自宅で急に具合
が悪くなったら、
どうしよう…。

最近は災害や
訪問詐欺も心配。
近くに気軽に
お話しできる人が
ほしいんだけど…。

　現在、地域では高齢者の孤独死や虐待問題、引きこも
りや障がい者の自立支援問題、子育て支援等、複雑かつ
多様な課題が存在しています。しかしその一方で、地域
内には、人的資源や社会的資源が多く存在しています。
　地域社会の課題に対しては、住み慣れた地域で安心
して生活を送るために地域住民や福祉に関わる人たちが協力し合い、地
域生活全体をサポートし、公的な福祉サービスと組み合わせていくといった、地域に密着した包括的・総
合的な支援が求められています。
　この支援の仕組みをつくっていく上で中心的な役割を担うことを目的に、今年度より市社会福祉協議会に2名の地域福祉コーディネーターを配置し、地域
内におけるつなぎ役となり、「気づく」「つなぐ」「つくる」といったキーワードを基にして活動します。個別課題や顕在化してきたニーズだけでなく、潜在化する
ニーズを把握し、地域の人や関係者などと連携・調整しながら課題解決に導く「コーディネーター」としての役割を担います。
　盛岡市社会福祉協議会では、各分野の専門職だけでなく地域とも協力し合い、盛岡市における福祉の仕組みづくりを進めていきます。

地域福祉コーディネーター

問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係　TEL 651-1000
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「東太田地区ふれあいサロン」「東太田地区ふれあいサロン」
　東太田地区ふれあいサロンは、地域の見守り、支え合いを目的に若い
方からお年寄りの方まで参加できる交流の場として、民生委員と保健推
進員が中心となって、平成27年3月に立ち上げました。
　この日のサロンでは、介護支援センター職員による健康チェックや介護
に関しての悩みなどの相談に応じました。
　その後は、太田地区合併60周年記念ビデオを鑑賞し、懐かしい顔や
昔の農作業風景など思いで話に花をさかせ、昼食には用意した「ひっつ
み」「おにぎり」を味わい楽しく過ごしました。
　世話人で民生委員の田上義則さんは「今後は、保育園児をサロンに
招いて、交流をはかれるようなサロンにしていきたい」と話していました。

Sサロン訪問サロン訪問サロン訪問 おじゃましますおじゃまします

開催時間：月1回 火曜日（6月、9月、12月～冬季期間休み）
　　　　　午前10時～午後2時
場　　所：東太田公民館
対 象 者：東太田地区の住民どなたでも
内　　容：健康チェック、なんでも相談、お楽しみ会ほか
会　　費：100円

岩手県酒造協同組合
（公財）岩手県予防医学協会
岩手中央酪農業協同組合
医療法人 小川歯科医院
小田中歯科医院
㈱技電工業
三陸土建㈱
昭和石材㈱
㈲紫波印刷
㈱寿し磯
成和自動車鈑金塗装工業㈲
医療法人巖心会　栃内病院
㈱成瀬酒販
㈱ヒノヤタクシー
㈱平金商店
㈲みかわや
㈱山與
ユニック北東北販売㈱

平成26年度
特別賛助会費
平成26年度
特別賛助会費

【平成26年12月17日～平成27年3月24日受付分】
（敬称略・50音順）

　平成26年度分として、次の法人・事業所
様から特別賛助会費を頂戴しました。
　ご協力に感謝し、ご報告申し上げます。

2～3月 事業報告2～3月 事業報告

　昨年10月1日から12月31日まで、共
同募金運動を行い、市民の皆様をはじ
め、企業や学校、団体など多くの方々の
ご協力をいただきました。
　ご協力に感謝申し上げ、ご報告いたし
ます。

赤い羽根募金････････ 32,372,918円
歳末たすけあい募金･･ 14,857,053円

ご協力ありがとうございました
平成26年度共同募金報告

ご協力ありがとうございました
平成26年度共同募金報告

　2月21日、市総合福祉センターを会場に盛岡市ボランティア連
絡協議会主催で「“婚活”における地域の特色ある取組みにつ
いて」と題し、講師に、盛岡市消費生活センターの佐藤主査、北
上市社会福祉協議会の佐藤主任、盛岡市農業後継者結婚相
談員連絡協議会の下川相談員の3名を迎えて講演会を開催し
ました。参加者は講師の方々が話す地域の婚活の状況やトラブ
ルについて真剣に聞き入っていました。

　2月10日、岩手県民会館を会場に第46回盛岡市老人芸
能大会（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）が開催されました。
　35団体、384名が練習を重ねてきた歌や踊りを披露し、
約1,000人の来場者から惜しみない拍手が送られていまし
た。

　3月7日、ビッグハウス・スーパーレーンを会場に第40回市長
杯争奪身障者ボウリング大会（主催：盛岡市身体障害者協
議会）が開催されました
　このボウリング大会は身体に障がいのある市民の方に運
動不足解消とスポーツを通じての交流を目的として毎年開
催されています。当日は朝早くから多くの方が来場し、ボウリ
ングに熱中しました。

　家族介護者リフレッシュ交流会が2月19日にユートランド
姫神、20日にプラザおでってで開催され、2ヵ所で計18名の
方が参加しました。参加者交流会のほか、岩手県薬剤師
会より講師を迎えて薬の正しい使用法などについての講
話を行いました。

ボランティア講演会

盛岡市老人芸能大会

家族介護者リフレッシュ交流会

身障者ボウリング大会

「もりおか福祉ブランド」は、盛岡市内・近郊にある障がい者福祉施設でつくられている商品の呼
称です。市民の皆さんに購入していただくことが施設利用者の支援になります。

買って、使って支えよう

もりおか福祉ブランド

ファーム仁王多機能就労支援事業所（就労移行支援、就労継続B型）

　ファーム仁王では盛岡市内、近郊から通う精神、知的、身体の障が
いの人20名ほどが作業しています。このうちの数名は一般事業所への
就職を目指している人たち。それぞれ障がいの程度や、その人の得意
な部分に合わせて役割を担って、支援スタッフと一緒に作業をしていま
す。
　作業を通じて仲間とふれ合うことで前向きな生活が送れるようになっ
ています。また、商品の付加価値を高めることにも力を入れていて、「自
家焙煎コーヒー」は、豆を丁寧に選別して焙煎しています。がんづきは
岩手大学滝沢農場でとれた大豆、米100％の天然醸造味噌を使用して
います。あさ開酒造の酒粕を使ったケーキは、盛岡市ブランドの認証を
頂きました。
　主任指導員の横澤弘美さんは次のように話しています。
「コーヒー豆一粒一粒、包装の一個一個、一生懸命、真剣、丁寧につくっています。味もお客様においしいと言っていただける

よう、頑張っています。ぜひお試しください。」
　お菓子類のほか、弁当、惣菜などもつくっており、次のところで販売してい
ます。
○寺町カフェ　本町通1-14-17（北山寺町通り）日・月曜日定休
○杜のカフェ　駅西通1-7-1（アイーナ４階）最終月曜日定休
○カフェラウンジ フィールド 神明町7-5（パルソビル１階）日・月曜日定休

「もりおか福祉ブランド」商品についてのお問い合わせ、購入希望の方は下記に
ご連絡ください。
　盛岡市役所　障がい福祉課　TEL 651-4111

【ファーム仁王】
　盛岡市名須川町18-5  TEL 654-4560

北山寺町通りにある「寺町カフェ」

本格派のケーキ、コーヒーなど



地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。
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ま ご こ ろ
　盛岡市社会福祉協議会の事業活動のために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26年12月18日～平成27年4月20日現在（敬称略）

「モリモリサポーターズ」の募集

病院ボランティア募集
活動場所：岩手県立中央病院内
活動内容：外来でのご案内、図書の補充・整理や院内

植物の世話、外来や病棟にて小児のお世
話、病棟での患者さんのお世話、医療図書
室の運営など

活動時間：平日午前９時半～午後３時の間、２時間半程度
　　　　　（部門により活動曜日・時間が多少違います）
連 絡 先：休日を除く毎週月曜日午前１０時～午後３時
　　　　　岩手県立中央病院　TEL 653-1151（内線2314）
　　　　「ボランティアひまわり」代表　竹花昭子

　盛岡市社会福祉協議会ではホームヘルパーを募集します。（未経験者歓迎します）
必要資格：ホームヘルパー2級以上、介護職員初任者研修修了者又は介護福祉士資格など
雇用形態：非常勤（時給1,200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）
　　　　　上記①②に所属の上、ご利用者様宅で活動します。
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では、車いすを利用している方や寝た
きり状態のため一般の交通機関の利用が困難な方の通院等を
支援するために無料でリフト付き車両を運行しています。
　このリフト付き車両の運転ボランティアを募集します。
運転する車両：トヨタハイエース、日産セレナ、ダイハツアトレー
条　　件：普通自動車免許をお持ちの65歳以下の方
時　　間：平日の午前９時～12時30分、午後1時30分～4時
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 651-1000

運転ボランティア募集

　この春、入学や入社された皆さん、おめでとうございます。また、新しい環境に異動となり活躍
されている方なども多くいらっしゃると思います。私自身も今年度から担当する業務が変わり、慣
れない業務に慌てふためいているところであります。お互いに体調を崩さないよう気をつけて今
年も１年間元気にいきましょう。
　福祉もりおかは今年度も引き続き市民の皆様に役立つ情報をお届けしていきますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。（こ）

＜盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内　６５１-１０００＞
《高齢者無料職業紹介所》（予約不要）
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：月～金曜日　午前8時30分～午後5時
　　　　　　　　　　 （国民の祝日及び国民の休日、並びに年末年始を除きます）

《結婚相談所》（予約不要）
　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・金曜日　午前10時～午後4時
　　　　　　　　　　   （国民の祝日及び国民の休日、並びに年末年始を除きます）

《心配ごと相談所》（予約不要）
　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お聴きし、解決
へのアドバイスをします。
相 談 日：月～金曜日　午前10時～午後4時
　　　　　　　　　　  （国民の祝日及び国民の休日、並びに年末年始を除きます）

《心配ごと相談》（予約不要）盛岡市役所都南総合支所
　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：6月19日（金）午前10時～午後4時
　　　　　7月17日（金）午前10時～午後4時
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》（予約不要）盛岡市玉山総合福祉センター
　人権、生活に関する相談を受けます。
相 談 日：6月10日（水）午前10時～午後3時
　　　　　7月  8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
■第41回 盛岡市老人スポーツ祭典
日　　時：7月8日（水）午前9時～
場　　所：岩手県営運動公園陸上競技場
　　　　　（みたけ1-10-1）
　市内全域から集結した12チームが、徒競争やボール送
りなど、練習の成果を発揮し熱戦を繰り広げます。

催し案内　5月～7月
■市民福祉茶会
　盛岡市にお住まいの70歳以上の方に割引券を配布します。
日　　時：6月7日（日）午後1時～
　　　　　7月5日（日）午後1時～
場　　所：杜陵老人福祉センター（南大通1-7-5）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）
　　　　（お１人様１枚まで）
※割引券を茶会会場にお持ちいただくと、通常900円の
　ところを500円で入場できます。

■シニアビリヤード教室
　ビリヤードでちょっぴり健康してみませんか？
主　　催：岩手県ビリヤード協会
日　　時：6月16日から毎週火曜日
　　　  　午後2時～午後4時（月4回）
場　　所：ビリヤードバディーズクラブ
　　　  　盛岡市青山3丁目27-10
対　　象：60歳以上の方
　　　  　 初心者の方
参  加  費：1ヶ月2,500円（道具賃料も含む）
申し込み：ビリヤードバディーズクラブ　
　　　　　TEL・FAX 643-3339(午後2時～午後10時まで)
申込期限：6月10日（水）　　

ＮＴＴ東日本から「電話お願い手帳」
　今年も㈱ＮＴＴ東日本-岩手支店様から「電話お
願い手帳」をいただきました。
　この手帳は、耳や言葉の不自由な方が外出先
で電話連絡等を行う際に、用件や連絡先等を書
いて近くにいる方に電話をかけていただくお願いを
するためのものです。
　お願いをされた場合はご協力をお願いします。
　いただいた手帳は、障がい者団体を通じて配布
します。
　また、盛岡市社会福祉協議会、盛岡市役所の
窓口でも配布しています。

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123,000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

先号（2015年１月15号／No.174）の３面「世代間交流事業、各地で開催」の写真のうち、
『北厨川／凧揚げ』は、『西厨川／凧揚げ』の誤りでした。お詫びして訂正します。

お詫びと訂正

●一般寄付
　社会福祉のために
　　盛岡民踊研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,694円
　　岩手大学教育学部附属小学校　6年しらかば組　吉田悠馬・・・・・・・・1,993円
　　盛岡市グラウンド・ゴルフ協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45,000円
　　都南公民館利用団体協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　（一社）岩手県損害保険代理業協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　船田東自治会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,533円
　　合資会社髙宮商店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,000円
　　盛岡市地域女性団体協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
　　サークルもえぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,905円
　東日本大震災復興支援のために
　　株式会社 劇団若草・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,510円
●物品寄付
　社会福祉のために
　　三浦豊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・官製はがき86枚
　老人デイサービスセンターのために
　　土井志津恵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お手玉50個
　貸出事業のために
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイルドシート1台
　　佐々木篤志・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイルドシート1台

　希望郷いわて国体・希望郷いわて大会盛岡市実行委員会では、競技会運営・準備を行うボ
ランティアの募集をしています。盛岡を盛り上げるボランティア「モリモリサポーターズ」として、
いわて国体の競技運営・準備にご協力をお願いします。
募集期間：平成26年12月から募集人数に達するまで
募集人数：２０００人
募集内容：①運営ボランティア（主にリハーサル大会・冬季大会・本大会の競技会開催日に
　　　　　　活動）
　　　　　②広報ボランティア（登録後から国体の終了まで活動）
活動内容：①受付・案内所での資料配布、休憩所のドリンクサービス、会場の整理など
　　　　　②大会広報・ＰＲ活動、競技会場などにおける写真撮影などの記録の収集
問い合わせ：希望郷いわて国体・希望郷いわて大会盛岡市実行委員会事務局
　　　　　TEL 603-8009　URL http://www.morioka-kokutai.jp/
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