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人と人とがつながり共に支え合うまちを目指して人と人とがつながり共に支え合うまちを目指して

▶地域福祉活動の推進
　住民が住み慣れた地域で安心・安全に暮らすことができるよう、地域福祉活動を支援し、共に支え合うまちづくりを推進します。また、多
機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業、地域力強化推進モデル事業および今年度から新たに盛岡市から受託した生活支援
体制整備事業による生活支援コーディネーターの配置などを通じて、関係機関とのネットワークの構築による支援活動を推進します。
▶ボランティア・市民活動の推進
　ボランティア活動の活性化を図るため、活動の担い手となる団体、個人、企業等に対してボランティア情報を提供し、ボラ
ンティアの育成を図る事業を進めます。

▶福祉サービスの利用支援
　生活福祉資金貸付相談に対応するため、関係機関と連携を図り、支援をおこないます。また、認知症高齢者等の増加が見込
まれるなか、日常生活自立支援の相談体勢を整えるとともに、成年後見制度の利用促進、法人後見に向けた検討を進めます。
▶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、利用者本位のサービスの提供に努めるとともに、医療・介
護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築に向けて取り組みます。
▶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と市内復興支援住宅への移転に伴う地域住民との交流など復興支援センターや
ボランティア団体等と連携、連絡調整を図りながら支援活動をおこないます。

▶効果的、効率的な業務執行と職員の育成
　多様化・深刻化する地域の福祉課題や生活課題に対応するため、事務事業について担当職員が主体的に見直し・改善をお
こない、効果的、効率的な業務執行に努めるとともに、部門を横断した局内連携体制づくりを進めます。

▶信頼される組織運営
　社会福祉法人としての公益性・非営利性を確保するため、事業運営の透明性の向上に取り組むとともに、地域福祉を推進
する中核的な組織として「あらゆる生活課題への対応」と「地域のつながりの再構築」に向けて役職員が一丸となって取り組
み、住民から信頼される組織運営を目指します。

　盛岡市社会福祉協議会では、第2期地域福祉活動計画の推進、安心して暮らすことのできるまちづくりのため、以下の7つの重要項目を設定し、
平成30年度も円滑な事業推進に努めます。

平成30年度事業計画の詳細は、盛岡市社会福祉協議会（盛岡市若園町2-2市総合福
祉センター内）窓口、または盛岡市社会福祉協議会ホームページ
（http://www.morioka-shakyo.or.jp/）でご覧になれます。

平成30年度 盛岡市社会福祉協議会 事業計画概要

平成30年度 当初予算資金収支グラフ

世帯会費（１世帯２００円）

個人会費（１名５００円）

団体・施設会費（１団体２，０００円）

特別賛助会費（法人・事業所）

　１８，９５０千円

　　１，０４０千円

　　　　４１０千円

　　１，３００千円

※
会費収入の内訳
【２１，７００千円】

収　入 
713,583千円

 

会費収入(※) 
21,700千円 寄附金 

2,500千円

市補助金等 
136,413千円

赤い羽根共同募金助成金 
10,445千円

歳末たすけあい募金助成金 
13,620千円

県社協等受託金 
43,598千円

市受託金 
206,182千円

利用料・賃貸料 
8,240千円

たすけあい資金償還金 
5,200千円

障がい福祉サービス 
介護保険事業収入 
238,703千円

預金利息・取崩等 
26,982千円

支　出 
千円

 

事務局人件費・事務費 
152,998千円

地域福祉活動事業費 
77,623千円

福祉サービス 
利用支援事業費 
92,219千円在宅福祉サービス事業費 

21,387千円
東日本大震災被災者支援事業費 
1,609千円

広報活動費 
8,616千円

総合福祉センター 
管理運営費 
24,039千円

障がい福祉サービス 
介護保険事業費 
232,857千円

児童館・学童クラブ管理運営費  
99,712千円

基金運用 
積立金 

2,523千円

713,583

社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会 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  http://www.morioka-shakyo.or.jp/
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春からボランティア始めませんか?春からボランティア始めませんか?春からボランティア始めませんか?春からボランティア始めませんか?

ボランティア活動保険のご案内ボランティア活動保険のご案内

詳しくは 地域福祉課　TEL 651-1000

詳しくは 地域福祉課　TEL 651-1000 詳しくは 在宅福祉課　TEL 651-1000

福祉もりおか

盛岡市社会福祉協議会の事業紹介盛岡市社会福祉協議会の事業紹介

＊シルバーメイト事業＊
　ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯などを地域の方々の協力で見守りをする
シルバーメイト事業をおこなっています。
【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おこないます。

②相談・緊急時等の連絡
　相談ごとなどがあった場合に、関
係機関への橋渡しをおこないます。

＊日常生活自立支援事業＊
　認知症高齢者、知的障がい
者、精神障がい者など、判断能
力が不十分な方を対象に、福
祉サービスの利用に関する手
続きの援助や各種利用料金の
支払い等の支援をおこなって
います。

地域で見守りします!地域で見守りします!
＊いわておげんき見守りシステム＊
　地域に暮らす高齢者の方が自宅の電話から自身の健康状況を発信する見守り
システムです。
【使用できる方】
　盛岡市内にお住まいのひとり暮らし高齢者の方等
※毎日電話をかけて健康状況を発信できる方
【利用料】
　1回あたり通話料金10円（月額300円ほど）
【その他】
　ご家庭で使用している電話機を利用しますので、
新たな機器を取り付ける必要はありません。

＊紙おむつ支給事業＊
　高齢の方 を々対象として紙おむつ支給を
おこなっています。

【対象(下記のすべてに当てはまる方)】
　･ご自宅にお住まいの65歳以上の方
　･6ヶ月以上継続しておむつを使用して
　 いる方
　･県民税、市民税が非課税の方

毎日の元気を発信!毎日の元気を発信!

暮らしの「安心」のお手伝いをします！暮らしの「安心」のお手伝いをします！ 日々の暮らしの支えに...日々の暮らしの支えに...

　卒業、入学、退職、就職など、多くの人にとって春は環境が変化する季節となり、何か新しいことを始めたくなる方も多いと
思います。そんな方は、この春から「ボランティア」を始めてみてはいかがでしょうか。
　盛岡市社会福祉協議会では、ボランティア活動に興味のある方をはじめ、活動を始めたい方など、皆様のボランティアの
第一歩を一緒に考えます。ボランティア活動の紹介やボランティア登録の受付、ボランティア団体の紹介など、あなたに合った
ボランティアを一緒に探しましょう。

　ボランティア活動保険は、皆様が安心してボランティア活動に取り組むこと
ができるよう1977年に誕生しました。盛岡市では年間１万３千人以上の方にご
利用いただいています。また、現在では、日頃のボランティア活動のみなら
ず、災害時のボランティアの方の安全確保のためにも利用されています。今年
度の保険料は下表のとおりです。

　ボランティア活動の紹介
　ボランティア募集情報や今すぐできるボランティア活動を紹介しま
す。また、活動先との日程調整をします。まずは何か体験したい、やっ
てみてからこれからのことを考えたいという方におすすめです。

　ボランティア登録
　種別を問わず幅広くボランティア活動に取り組みたい方、やってみたい
活動のイメージが浮かばない方におすすめです。ボランティア募集が始ま
ったその都度、ボランティア情報の提供をおこないます。登録の際に興味
のある分野をお伺いし、希望に近い活動のみを情報提供することも可能で
す。なお、登録は盛岡市社会福祉協議会窓口で随時受け付けています。

　ボランティア団体の紹介
　ご登録いただいているボランティア団体やＮＰＯ団体などを紹介しま
す。「活動を始めたいけれど、一人ではちょっと不安」という方におす
すめです。興味がある団体への入会を支援します。

　ボランティア団体への支援
　すでに活動しているボランティア団体やＮＰＯ団体の登録を受け付け
ています。会員を増やしたい団体、他団体と共に活動してみたい団体な
ど、個人と団体のつながりを支援します。また、新たに団体を立ち上げ
たい方のご相談も受け付けています。ぜひ一度ご相談ください。

詳しくは 盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課（TEL 651-1000）までお問い合わせください。

ボランティア活動保険への加入は盛岡市社会福祉協議会窓口で受け付けて
います。

　民生委員・児童委員は、地域ごとに担当区域が定められており、地域住民の生活上の困りごとなどの相談に応じて
います。
　専門的な相談内容には、行政や社会福祉協議会など様々な関係機関と連携し、住民と関係機関との「つなぎ役」と
して相談支援活動をおこないます。また、毎年５月１２日は、「民生委員・児童委員の日」と定められており、盛岡市
では591人（うち主任児童委員56人）の民生委員・児童委員が活動しています。
　詳しくは、盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課（TEL 651-1000）
　または、盛岡市役所　地域福祉課（TEL 651-4111）へお問い合わせください。

地域の民生委員
児童委員を知っていますか？

タイプ

基本

天災

プラン

Ａ

Ｂ
Ａ
Ｂ

保 険 料
盛岡市内在住　　200円
盛岡市外在住　　350円
　一　　律　　　510円
　一　　律　　　500円
　一　　律　　　710円

備　　考
盛岡市在住の方は通常保険料
（350円）のうち150円を補助します。

民生委員・児童委員民生委員・児童委員

ボランティアによる
高齢者宅の障子張替えの様子

元気ですよ。
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多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業

（杜陵地区・みたけ地区）（杜陵地区・みたけ地区）地域力強化推進モデル事業地域力強化推進モデル事業地域力強化推進モデル事業地域力強化推進モデル事業

　昨年12月に実施した歳末たすけあい運動では、多くの市民の皆様から暖かいご
寄付をいただきましたことに、心から感謝申し上げます。
　お寄せいただいた募金は生活困難世帯への激励金や、市内の福祉施設、地域
福祉サービスへの助成に活用させていただきました。

　平成29年度は、盛岡市内の団体が岩手県共
同募金会から助成を受け、円滑な活動を実施し
ました。
　この助成は、皆様からお預かりした募金を
「住民による身近な地域福祉活動」に活用
いただくため、機器・用具の購入経費にあ
てられています。

平成29年度
共同募金報告

ご協力ありがとうございました！

青山地区：輪投げセットを使用して、地域での輪投げ大会 

詳しくは 在宅福祉課　TEL 651-1000

福祉もりおか

平成29年度 歳末たすけあい運動実績報告平成29年度 歳末たすけあい運動実績報告

福祉のまちづくり支援事業福祉のまちづくり支援事業福祉のまちづくり支援事業

【募金実績額13,723,888円　目標達成率96％】【募金実績額13,723,888円　目標達成率96％】外出のお手伝いをします！外出のお手伝いをします！

(一社)岩手県木炭協会   
岩手自動車販売㈱   
医療法人 小川歯科医院   
北日本レストラン㈱   
㈲クリーンモーター岩手   
全日本食品㈱   
㈱トヨタレンタリース岩手   
㈱ヒヤマフォトスタヂオ   
福田機械㈱   
㈱ホテル大観   
みちのくｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱盛岡営業部   
学校法人盛岡学園 みなみ幼稚園   
㈲盛都冷機   

平成29年度
特別賛助会費
平成29年度

特別賛助会費
平成29年12月15日～平成30年3月27日受付分平成29年12月15日～平成30年3月27日受付分

　盛岡市社会福祉協議会では、今年度も、国の2つのモデル事業の委託を受けて活動をします。当協議会では、盛岡市内の福祉関係機関
に配置されている相談支援包括化推進員（以下、推進員）（※1）と連携し、高齢者・障がい者・児童・生活困窮などに関する生活問題を解決
するための相談を受け付けています。相談には、当協議会を始めとした下の表にある分野の推進員が対応します。普段の生活の困りごとや
どこに相談してよいか分からない問題など、お気軽にご相談ください。

　「他人ごと」になりがちな地域の問題を「自分たちのこと」として捉え、地域住民の方々が主体となって、課題解決に取り組んでいただく仕組みづく
りを「杜陵地区」「みたけ地区」を対象におこなっています。
　平成29年度、杜陵地区では「マンションサミット」を開催しました。対象のエリアを絞り、マンション関係者からマンションでの困りごとなどについて、情
報交換会をおこないました。平成30年度は、地域住民の方 に々も参加いただき、マンション管理組合等との交流を図っていく予定です。
　また、みたけ地区では、地域課題の解決のため、「担い手」や「支え手」となるボランティア養成講座を継続して実施しています。地域住民の方々
や中学生、高校生の方 に々も参加いただき、様 な々福祉課題について、専門機関等と連携し対応していることなど、講話を通して知っていただき、参
加者自らが「地域での担い手」になっていくことを目標としています。
　平成30年度も、両地区でのモデル事業を継続していくとともに、新たにモデル地区を増やし、その地域の課題解決につながる働きかけをおこなっ
ていきます。

　次の法人・事業所様から平成29年度社
協特別賛助会員としてご支援いただきまし
た。ありがとうございました。

　昨年10月1日から12月31日まで、共同募
金運動をおこない、市民の皆様をはじめ、企
業や学校、団体など多くの方々からご協力を
いただきました。
　ご協力に感謝申し上げ、平成29年度に
集まった金額をご報告します。

赤い羽根募金・・・・・・・・・29,813,618円
歳末たすけあい募金・・・13,723,888円

詳しくは 盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課（TEL 651-1000）までお問い合わせください。

日　時：6月16日（土）午後1時 ～ 5時
場　所：盛岡市総合福祉センター
内　容：日常の生活の困りごとについて
その他：相談はご本人、ご家族でも構いません。
※事前予約も可能です。詳しくは盛岡市社会福祉協議会へお問い合わせください。（TEL651-1000）

分野

地域福祉

障がい

子ども

生活困窮者

職能団体

　　　　　　　事業所名

社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

社会福祉法人千晶会
盛岡市基幹相談支援センター
社会福祉法人カナンの園ヒソプ工房
社会福祉法人愛育園
愛育園　地域子育て支援センター　
認定特定非営利活動法人　いわて子育てネット　
もりおか子育て応援プラザ
盛岡市くらしの相談支援室
特定非営利活動法人くらしのサポーターズ
あすからのくらし相談室・盛岡
特定非営利活動法人フードバンク岩手
一般社団法人岩手県社会福祉士会

分野

共生の場・
まちづくり

ひとり親家庭

若者・就労

医療

ひきこもり
更生保護

　　　　　事業所名
一般社団法人しあわせ計画舎
フキデチョウ文庫

Rashiku株式会社　きさいや

もりおかワカものプロジェクト

特定非営利活動法人インクルいわて

特定非営利活動法人いわてパノラマ福祉館

特定非営利活動法人もりおかユースポート
社会医療法人智徳会　未来の風せいわ病院
これからの暮らし支援部　医療相談室
そらをみた会
更生保護法人　岩手保護院

＊ぷらっとcab貸出＊
　車いすが必要な方々の外出支援
を目的として、車いすに座ったまま乗り
降りできる福祉車両（通称：ぷらっと
cab）の貸出をおこなっています。
※運転はご親族の方にお願いします。

＊おでかけ送迎サービス＊
　通院や病院等でのリハビリなどの際に一
般の交通機関の利用が困難な方々に対し
て、無料でリフト付き車両を運行していま
す。運転は、ボランティアがおこないます。
※必ず介助者(1名）の同乗をお願いします。

助 成 実 績
助　成　先
1．在宅配分

2.福祉施設配分
3.地域福祉サービス

　　　団　体　名
青山地区活動推進会
城南地区福祉推進会
松園地区自治協議会
津志田地区福祉推進会
玉山薮川地区福祉推進会
上永井自治公民館
黒石野平地区町内会
盛岡世代にかける橋
おはなしの森まつぼっくり隊

　　　　　　　内　　　　容
輪投げバッグ付きセット
ノートパソコン
小型除雪機
小型除雪機
ノートパソコン、プリンタ、Wi-Fiステーション
座卓兼用テーブル、折りたたみイス
餅つきセット、２升炊きガス炊飯器
テント、ウエイト、横幕
ハンドベル、キーボード、紙芝居セット、他

助　成　額
117,000円
194,000円
200,000円
200,000円
200,000円
200,000円
200,000円
200,000円
118,000円

　　　内　　　　容
① 重度心身障がい児者世帯
② 寝たきり高齢者世帯
③ 認知症高齢者世帯
④ ひとり暮らし高齢者世帯
⑤ 高齢者夫婦世帯
⑥ 母子世帯
⑦ 父子世帯
　※母子・父子世帯への図書カード配布
⑧ 生活困難世帯
⑨ 災害被災世帯

12法人15施設
ひとり暮らし高齢者ふれあい給食事業、生活困難者支援、他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　計

世帯数
91世帯
2世帯
6世帯

146世帯
15世帯
400世帯
41世帯

190世帯
4世帯

配　分　額 
1,001,000円
22,000円
66,000円

1,022,000円
105,000円
2,800,000円
287,000円
1,113,000円
1,330,000円
28,000円

（小計895世帯　7,774,000円）
1,800,000円
4,149,888円
13,723,888円

※1 地域の生活課題
を丸ごと受け止め、相
談支援機関と連携・協
働し問題解決を目指
します。盛岡市内での
分野や配置されてい
る機関は、下表のと
おりです。

「まるごと相談会」
の開催



「電話お願い手帳」をいただきました
　いつも「福祉もりおか」をご覧いただきありがとうございます。
　さて、本号では、盛岡市社会福祉協議会の事業を紹介しています。様々な事
業がありますが、どの事業におきましても市民の皆様に納得してご利用いただけ
るよう、職員一同、努めてまいります。
　また「福祉もりおか」では、今後も地域福祉活動などの情報を積極的に発信
していきますので、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。(こ)　

社会福祉協議会の相談窓口
＜盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内　TEL ６５１-１０００＞

《心配ごと相談所》（予約不要）
　市民の皆様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おこないます。
相 談 日：毎月第３金曜日　５月18日、6月15日、７月20日
日　　時：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
　人権擁護委員による人権、生活に関する相談をおこないます。
相 談 日：毎月第２水曜日　６月13日、７月11日
日　　時：午前10時～午後4時
場　　所：盛岡市玉山総合福祉センター（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

人権相談所を開設しています
　盛岡人権擁護委員協議会では、地域住民の人権を守ることを目的とし、下記の日
程により人権相談所を開設しています。専門の人権擁護委員が相談に応じます。面
接相談になりますが、相談者のプライバシーは守られますので、安心してご相談く
ださい。
日　　時：①毎月第２火曜日　午前10時～午後3時
　　　　　②毎月第２金曜日　正午～午後3時
　　　　　③毎月第２水曜日　午前10時～午後3時
場　　所：①カワトク 8階 相談コーナー（菜園１丁目10-１）
　　　　　②都南総合支所（津志田14-37-2 ）
　　　　　③玉山総合福祉センター（渋民字泉田360）
問い合わせ：盛岡地方法務局人権擁護課　TEL 624-9859　

●一般寄付
　法人のために
　　吉田悠馬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,115円
　　江戸千家不白会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
　　清水寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円
　　盛岡市グラウンド・ゴルフ協会・・・・・・・・・・・・・・60,000円
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円
　　花の会　代表　伊藤リツ子・・・・・・・・・・・・・・・330,000円
　　中川愛子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　青山婦人の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　株式会社オリテック２１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94,525円
　　都南公民館利用団体協議会　会長　佐々木傳・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,000円
　　平成29年度城南小学校卒業対策委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・371円
　総合福祉センター補修準備積立金として
　　NPO法人 うれし野こども図書室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　盛岡地区更生保護女性の会　コーラス部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
●物品寄付
　高齢者福祉のために
　　曹洞宗第一教区寺族会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・バスタオル等125点
　　岩手県ビリヤード協会　シニア教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車イス1台
　　有限会社ウエルネス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電動ベッド1台
　貸出事業のために
　　竹田友紀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ジュニアシート1台

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29年12月16日～平成30年4月19日現在
（敬称略）

ま ご こ ろ 掲　　示　　板　（7月まで）

第44回　盛岡市老人スポーツ祭典

福祉茶会割引券配布のお知らせ

　市内より集結した全12チームが、徒競走や
ボール送りなどの競技をおこない、優勝を目指
します。
日　時：7月12日（木）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）

　盛岡市社会福祉協議会では盛岡茶道協会と共催で
福祉茶会を開催しており、盛岡市内にお住まいの70
歳以上の方に入場割引券を配布します。
　割引券を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。
日　時：6月3日（日）午後1時～
            7月1日（日）午後1時～
場　所：杜陵老人福祉センター（南大通1-7-5）
　　　　※盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）へ割引券をお申し込みください。

　盛岡市社会福祉協議会玉山支所では、歩行困難な高齢者や障がいをお持ち
の方を病院等へ送迎するリフト付き車輌の運転にご協力いただけるボランティアを
募集します。
車　　輌：ニッサンキャラバン
時　　間：平日の午前9時～12時30分、または午後1時～4時
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会玉山支所　TEL 683-2743

おでかけ送迎サービス運転ボランティア募集

ヘルパーさん!あつまれ̶!!「ヘルパーサロン」開催
　盛岡市社会福祉協議会では、ホームヘルパー向けのサロンを開催します。
　同じヘルパー同士おしゃべりしながら、わからないことを聞いてみたり、体
験してみたり…。気軽に参加しませんか?
日　　時：第１回　6月13日（水）
　　　　　第２回　7月11日（水）
　　　　　午後6時～8時45分
場　　所：盛岡市総合福祉センター
対　　象：ヘルパーの資格取得者で未経験の方
　　　　　ヘルパー業務に従事している方
　　　　　ヘルパーの仕事に興味のある方
申し込み：盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）
　　　　　TEL 651-1000　FAX 622-4999

募　集　案　内

　今年も(株)NTT東日本岩手支店様より3月3日(耳の日)
に合わせて、「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等で近くに
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。
　障がい者団体、盛岡市社会福祉協議会の窓口で配布し
ています。

編

集

後

記

　ビリヤードでちょっぴり健康してみませんか？
知的なスポーツ・ビリヤードはシニアの体力づくりに最適なスポーツです。
主　  催：岩手県ビリヤード協会
日　  時：６月12日から毎週火曜日   午後４時～６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～10時）
申込期限：６月５日（火）

シニアビリヤード教室

昨年の老人スポーツ祭典の様子

花の会様から寄付
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