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この夏、ボランティア…始めませんか？この夏、ボランティア…始めませんか？この夏、ボランティア…始めませんか？この夏、ボランティア…始めませんか？

2019 ボランティアまつり
「ふれあい広場」　ボランティア募集

ふれあい交流福祉茶会

　ボランティアまつり「ふれあい広場」を開
催します。
　今年度も様々な体験ができるブースなど盛
り沢山の内容で皆様のご来場をお待ちしてい
ます。「ふれあい広場」の開催には多くの運
営スタッフが必要となります。そこで、下記
のとおり、ボランティアとして運営にご協力
いただける方を募集します。
　何か新しいことを始めたいとお考えの方は、「ふれあい広場」でボラ
ンティアを始めてみませんか。ご連絡をお待ちしています。
日　時：令和元年9月8日（日）午前9時～午後4時（開催時間 午前10時～午後2時30分）
場　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
内　容：会場準備、受付、来場者のご案内、各フロアでのブースのサポート等
要　件：ボランティアの希望は中学生以上に限ります
申し込み：8月30日（金）までに下記へお申し込みください。
　　　　盛岡市ボランティア連絡協議会 事務局　TEL 651-1000

　令和元年度ふれあい交流福祉茶会に参加する子どもたちを募集しています。
開催日時：令和元年9月1日(日) 午後1時～3時
場　　所：杜陵老人福祉センター(南大通1-7-5) 
募集対象：盛岡市内の保育園・幼稚園・小学校・中学校に通っている方 
募集人数：20名
参 加 費：100円
申し込み：令和元年7月23日(火)より受付開始

盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　(若園町2-2　TEL651-1000)にお申し込みください。
※お子さまのみの参加も可能です。保護者の方も会場で茶会券(900円)をご購入いただくと、
ご一緒に参加いただけます。

　1995年に発生した阪神・淡路大震災の際、全国から多くのボラン
ティアが支援に携わったことから、この年は、日本の「ボランティア元
年」とも言われ、震災が発生した1月17日を「防災とボランティアの
日」と定めています。
　阪神・淡路大震災以降は、2011年3月11日の東日本大震災をはじ
め、全国各地で災害が起こった際にも、ボランティアの力が発揮さ
れ、様々な支援活動が、現在も引き続きおこなわれています。
　こうして広がったボランティアは、今や「災害」という分野だけには
止まらず、地域活動や教育、環境といった幅広い分野で活躍していま
す。
　ボランティアは、仕事とは別に、その方の技術や様々な知識を提供
したり経験を活かすことのできる貴重な社会経験の場です。
　盛岡市社会福祉協議会では、様々なボランティア団体と連携し、市
民の皆様からのボランティアに関する相談、団体や活動の紹介をお
こなっています。
　また、高校生を対象としたボランティアスクール、一般市民を対象
としたボランティア入門講
座などの各種講座も併せ
て開催しています。
　ボランティア活動後、希
望される方に対しては「ボ
ランティア活動証明書」も
発行いたします。
　この夏、ボランティアを
始めてみませんか？

盛岡市社会福祉協議会
地域福祉課 地域福祉係 TEL 651-1000詳しくは

障がい者スポーツ大会障がい者スポーツ大会 高校生ボランティアスクール高校生ボランティアスクール

  

 

◇くらしのお悩み◇ 

◇無料相談会 開催日◇ 
 

8月 7日(水)  9月 4日(水) 
10 月 2 日（水） 11 月 6 日（水）

12 月 4 日（水）  １月 7 日（火） 
 

♪12～17時（最終受付 16時）♪ 
 

◇予約希望の方はお電話で 

事務所⇒０１９－６８１－８６８６ 
 

※都合により予告なく変更 

となる場合があります。 

 

会場：盛岡市総合福祉センター 

（盛岡市若園町 2-2） 

主催： ハヤブサ法務事務所 

行政書士 上總
かず さ

 隼
たかし

 
(登録番号 第 11031716号) 

所在：岩手県盛岡市砂子沢 10-92 

後援：盛岡市社会福祉協議会 
※ご相談の内容は法律による 

守秘義務で守られます。 

※法律で制限のある内容は 

他機関の紹介となります。 

 

「寺子屋宿題しよう会」事業での高校生ボランティアの様子「寺子屋宿題しよう会」事業での高校生ボランティアの様子

昨年度の様子昨年度の様子

参加児童募集 割引券配布のお知らせ
　市内在住の70歳以上の方へ福祉茶会の割引
券をお配りしています。
内　　容：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。
（通常900円のところを500円で
入場できます。）

申し込み：盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）
の窓口で割引券をお申し込みくだ
さい。

昨年度の様子昨年度の様子
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地域福祉の推進とコミュニティ経済の循環促進調査研究事業 紹介地域福祉の推進とコミュニティ経済の循環促進調査研究事業 紹介

盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係　TEL 651-1000詳しくは

盛岡市社会福祉協議会  事業・決算の概要盛岡市社会福祉協議会  事業・決算の概要

　現在、少子高齢化の進行や人口減少、地域連帯力の低下のなかで、
社会的孤立、生活困窮など、複雑で多様な課題を抱える人々が増加
し、制度の狭間で解決困難な事例が多く、包括的な支援体制が必要と
なっています。盛岡市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する団体と
して、第2期地域福祉活動計画を着実に進めるため、関係団体と連携
し、「人と人とがつながり共に支え合うまちづくり」に向けて取り組みま
した。
　地域福祉活動への支援においては、市内10地区で福祉懇談会を開
催し、今後の地域づくりについて市民の皆様と考えるとともに、サロン
活動をはじめとする地域活動への相談対応をおこないました。
　ボランティア活動の推進においては、ボランティア保険の加入促進
を図るとともに、情報提供をおこない、養成講座では高校生や一般市

民など、多くの方々に参加いただきました。
　また、地域における深刻な生活課題や孤立等の問題解決に向けて、
各福祉分野の事業所に相談支援包括化推進員を委嘱し、分野横断的
に支援をする体制づくりとともに、地域住民による支援体制づくりに向
けて取り組みました。
　地域福祉コーディネーターを中心とした個別支援や地域住民によ
る支え合いの仕組みづくりなどにおいては、関係機関や民生児童委
員、地域との連携協力により支援活動をおこなうとともに、高齢者の生
活支援体制の構築に向けた取り組みや、低所得者等の相談者への生
活福祉資金の相談や資金貸付対応をおこない、県・市の関係行政機
関、関係団体と連携し、支援ネットワークの一翼を担いました。

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 ･･････････ 4,568千円
・シルバーメイト･･･････････････････ 3,708千円
・ふれあいのまちづくり（玉山地域）･････ 576千円
・地域福祉コーディネート活動 ･･･････････86千円
・多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業  
･･･････････････････････････････ 13,403千円
・地域力強化推進モデル事業･･･････ 10,751千円
・地域福祉の推進とコミュニティ経済の循環促進調
 査研究事業･･････････････････････ 2,588千円
・生活支援体制整備事業（第１層）･････ 4,803千円

高齢者いきがい活動等の支援
・老人スポーツ祭典・作品展・芸能大会の支援
･･････････････････････････････････ 548千円
・市民福祉茶会････････････････････････57千円

児童の育成支援
・児童福祉週間運動・支援･･･････････････32千円
・児童館の管理運営  (盛岡市指定管理者指定事業)
･･･････････････････････････････ 77,545千円
・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 ･････････････････ 7,487千円
　城内学童クラブ･････････････････ 6,443千円
　外山学童クラブ･････････････････ 6,708千円
・福祉教育の推進････････････････････ 159千円
・福祉教育学習会･･････････････････････32千円

ボランティア活動の推進
・ボランティアの養成･････････････････ 660千円
・ボランティアネットワークづくりの支援･･ 473千円
・ボランティア保険の加入助成･･･････ 1,611千円
福祉団体の育成 ･･････････････････ 3,990千円
地区福祉懇談会の開催 ････････････････17千円
日常生活自立支援事業
（岩手県社会福祉協議会委託事業）･･ 24,002千円

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）･･･････････････････････ 20,842千円
・助け合い資金の貸付相談･･････････ 4,750千円

地域包括支援センター（盛岡市委託事業）･･79,032千円

介護保険サービス
・指定居宅介護支援･･･････････････ 38,059千円
・訪問介護・訪問型サービス（第１号訪問事業）
･･･････････････････････････････ 77,009千円
・通所介護・通所型サービス（第１号通所事業）
･･･････････････････････････････ 86,101千円

障がい福祉サービス　　
・居宅介護（ホームヘルプ）･･････････ 2,031千円

地域生活支援　
・日常生活用具の貸与････････････････ 271千円

・高齢者世話付住宅援助員の派遣
（盛岡市委託事業）･････････････････ 1,759千円
・在宅寝たきり高齢者等紙おむつの支給 （盛岡市委
託事業）･････････････････････････ 11,729千円
・いきいき高齢者通所支援（玉山地域）（盛岡市委託
事業）････････････････････････････ 1,604千円
・家族介護者のリフレッシュ（盛岡市委託事業）
･･････････････････････････････････ 519千円

外出支援
・おでかけ送迎サービス ････････････ 3,221千円
・「ぷらっとcab」の貸出
（車いす同乗福祉自動車貸出事業）･････ 277千円

福祉の人材育成
・ヘルパーサロン･･････････････････････42千円

東日本大震災復興支援
・生活支援事業の推進
（岩手県社会福祉協議会委託事業）･･･ 1,562千円

広報・啓発
・社会福祉大会の開催･･････････････ 1,159千円
・会報「福祉もりおか」の発行 ････････ 6,814千円
・ホームページの公開 ･･････････････････81千円

総合福祉センターの管理運営･･････ 21,801千円

平成30年度　盛岡市社会福祉協議会の決算

平成30年度

　盛岡市社会福祉協議会の平成30年度事業・決算の概要について、令和元年5月開催の理事会、6月開催の評議員会で承認されまし
たので、お知らせします。
　なお、この内容の詳細は、盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）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/）でご覧いただけます。

【乙部・加賀野】　※地域の高齢者を対象とした移動
支援事業「おでかけバス」の運行
　乙部の大ケ生地域は、公共交通が通っていないた
めに高齢者の移動が困難であること、加賀野では、中
心部ではあっても路地が狭いことや高齢化の進行に
より買い物や通院が困難であるといった意見を受け、
両地区でおでかけバス事業（移動支援）を進めています。車両のみ社協で準備
し、運転手・添乗員は、地域からボランティアを募ったうえで、昨年度、試験運行
をおこないました。（平成31年2～3月の2カ月）
　現在、大ケ生地域では、引き続き試験運行を実施しており、加賀野では、次の
試験運行に向けて課題を整理中です。

【山岸】　※畑を活用した「居場所づくり」
　昨年10月に地区福祉懇談会を開催し、「山岸地区
で、ずっと元気に暮らしていくために自分たちが出来
ることは何か」について話し合い、沢山のアイディアが
挙げられました。
　現在は、その時のアイディアをもとに、地域の休耕
地を活用した畑づくり「老後を楽しく生きるための活動」が始まっています。決
まった活動日は無く、各々が来られる時に来る、無理はしないと決め、活動して
います。
　どの地域の活動でも協力いただける方を募集中ですので、ご興味のある方
は盛岡市社会福祉協議会までお問い合わせください。

大ケ生地区
おでかけバスの様子
大ケ生地区

おでかけバスの様子
山岸地区の畑を

活用した居場所づくり
山岸地区の畑を

活用した居場所づくり
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昨年の様子　東厨川地区・永井地区
（いずれも地域ケア会議との合同開催）

盛岡市役所（5F）
設置場所

盛岡市社会福祉協議会
設置場所

山岸地区山岸地区

盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課　地域福祉係　TEL 651-1000詳しくは

地区福祉懇談会を開催します！地区福祉懇談会を開催します！

令和元年度　地区福祉懇談会開催日程（予定）令和元年度　地区福祉懇談会開催日程（予定）

　盛岡市社会福祉協議会では、誰もが住みなれたまちで安心して暮
らすことのできる地域社会の実現をめざし、第２期地域福祉活動計画
を進めています。本計画の一環として、令和元年から令和３年までの3
年間に市内32地区で懇談会を開催する計画を進め、今年度は11地
区において開催を予定しています。

　地区福祉懇談会は、盛岡市社会福祉協議会が地域住民の皆様とと
もに、グループワーク形式で地域課題の解決に向けた意見交換や情
報交換をおこなう場としています。
　皆様と一緒に話し合った内容は、当協議会で取り組んでいる地域課
題の解決に向けた様々な事業に活かしています。

地区名
緑が丘
杜陵
みたけ
米内
飯岡
太田

玉山薮川
つなぎ
桜城
城南
見前

日　程
 ９ 月19日（木）
10月16日（水）
10月18日（金）
10月19日（土）
10月24日（木）
11月 8 日（金）
11月13日（水）
11月18日（月）
11月20日（水）
11月25日（月）
11月27日（水）

　　時　間
13：30～15：30
18：30～20：30
18：30～20：30
14：30～16：30
18：30～20：30
18：30～20：30
18：30～20：30
18：30～20：30
18：30～20：30
18：30～20：30
18：30～20：30

　　　場　　　所
緑が丘老人福祉センター
杜陵老人福祉センター
みたけ地区活動センター
上米内老人福祉センター
湯沢地域交流活性化センター
太田地区活動センター
玉山地区公民館
つなぎ地区活動センター
桜城老人福祉センター
山王老人福祉センター
見前南地区公民館

　盛岡市社会福祉協議会は、盛岡市にお住まいの皆様の支援を
いただき、在宅福祉・地域福祉活動の推進に取り組んでいます。
　この活動を推進する資金の一部として、皆様に「世帯会費」を
町内会・自治会等を通じてご協力いただいています。

　市民お一人おひとりのご協力が「福祉のまちづくり」に活かされ
ます。
　今年度も皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

社協世帯会費納入
ご協力のお願い
社協世帯会費納入
ご協力のお願い

ご家庭や職場に読み終えた本はありませんか？ご家庭や職場に読み終えた本はありませんか？

　山岸地区では、平成30
年6月から、子育て中の
親の不安や悩みの解消を
目的として、「やまぎし
子育てサロン」が開催さ
れています。
　中心となっているの
は、山岸地区民生児童委
員協議会の主任児童委員
と民生児童委員の皆さ
ん。内容についても毎回
企画を練り、開催してい
ます。回を重ねるごとに参加する親子も増え、世話人である主任児童
委員の吉田悦子さんは「地域で必要としてくれる方がたくさんいるこ
とは嬉しい。子育て家庭の憩いの場として定着するようにこれからも
スタッフ一同続けていきたいと思っています」と今後の意気込みを語
っていました。山岸地区にお住まいで子育て中の方ならどなたでもお
越しいただけます。是非、足を運んでみてください。

1世帯
200円（年額）

　盛岡市社会福祉協議会では、読み終わった本（文庫・
参考書など）の寄付を募っています。ご寄付いただい
た本は、障がいのある方や何らかの事情があり、すぐ
には就労することが難しい方による作業を経て、再販
売されます。また、販売で得た収益は、作業した方への
工賃、市内の福祉団体の活動に助成されます。
　盛岡市と盛岡市社会福祉協議会では、この中間就
労（一般就労が難しい方に対し、本格的な就労に向け

た準備の一環としておこなう就労）事業を「Book and 
Bookenergy in Morioka（ブック アンド ブックエナ
ジー イン モリオカ）」として事業化し、多分野の関係団
体とともに取り組みを進めています。
　本のご寄付は盛岡市役所、盛岡市社会福祉協議会、
盛岡市社会福祉協議会玉山支所までお願いします。
※寄付や回収に関しては、下記担当までお問い合わせ
ください。

●開催日：毎月第2水曜日※変更日あり　●時間：午前10時～11時30分
●場　所：サンガキッズ山岸（山岸2丁目16-26）



　太陽のまぶしい季節がやってきました。青空に誘われて、お出かけや外で作業さ
れる方もいらっしゃると思いますが、体調を崩されてはいないでしょうか。熱中症予防
には、水分と塩分、適度な休憩が必要だと言われています。暑さ対策をして、令和最
初の夏を乗り越えましょう。
　さて、今号でも、当協議会の様々な事業について紹介しております。皆様に納得
してご利用いただけるように事業を進めて参りたいと思いますので、記事についてご
不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。（こ）

《心配ごと相談》（予約不要）盛岡市総合福祉センター
　専門の相談員が日常的な生活の悩みなど様々な相談を受け付けます。
相 談 日：月～金曜日
　　　　　 （国民の祝日及び国民の休日、並びに年末年始を除きます）
日　　時：午前10時～午後4時
場　　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000
《心配ごと相談》（予約不要）盛岡市役所都南総合支所
　司法書士が人権や相続等に関わる相談を受け付けます。
相 談 日：毎月第３金曜日　８月23日（8月は第4水曜日）、９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
　人権擁護委員が人権、生活に関する相談を受け付けます。
相 談 日：毎月第２水曜日　８月７日（8月は第1水曜日）、９月11日
日　　時：午前10時～午後3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

　前号(令和元年5月15日発行/No.195)におきまして、４面「第45回 
盛岡市老人スポーツ大会」内、「65歳以上」とありますが、正しくは
「60歳以上」の誤りでした。
　ここに訂正のうえ、お詫び申し上げます。

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31年4月18日～令和元年6月12日現在（敬称略）

ま ご こ ろ

編集
後記

f u k u s h i  m o r i o k a

盛岡市社会福祉協議会の相談窓口

掲示板
（9月まで）

演　　題：「介護はひとりぼっちじゃなかった」
講　　師：加藤　浩 氏（元テレビ岩手アナウンサー）
日　　時：9月4日（水） 午後１時30分～午後３時30分
場　　所：プラザおでって(中ノ橋通一丁目1-10）
参加対象：盛岡市にお住まいで、要介護１以上の高齢者や認知症の

高齢者、または一人での外出が困難な重度の障がいのあ
る家族を介護している方。

参 加 費：無料
定　　員：50名（必ず申し込みが必要です。）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2） TEL 651-1000
　　　　　受付開始は、7月29日（月）午前10時からです。

日　　時：7月28日（日）午前８時30分～
場　　所：盛岡タカヤアリーナ（本宮5-4-1）
主　　催：盛岡市子ども会育成会連絡協議会
競技種目：ドッジボール他

日　　時：9月11日（水）午後6時～午後8時30分まで
場　　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
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
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会
　　　　　TEL 651-1000　FAX 622-4999

家族介護者リフレッシュ講演会 参加者募集

子ども会スポーツ大会

ヘルパーさん!あつまれ̶!!「ヘルパーサロン」開催

募　集　案　内

　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
力つ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：８月22日から毎週木曜日
　　　  　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（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)
締　　切：８月15日（木）

シニアビリヤード教室

福祉もりおかNo.195に係る訂正とお詫び

一般公募助成金交付事業

「みんなの福祉を応援事業」募集
　盛岡市共同募金委員会では、令和２年度に実施される地域福祉活動への助成
を下記のとおり実施します。
（この事業は令和元年度の赤い羽根共同募金を財源としておこないます。）
助成金額：事業費の90％（1団体10万円を上限とします。）
対象団体：町内会、NPO法人、ボランティア団体などで、設立して一年以上経過している団体
対象事業：下記のどちらかで、助成後も継続的な活動が見込まれるもの
　　　　　①住民参加によっておこなわれる地域生活支援に関する事業
　　　　　②地域の福祉的課題の解決につながる事業
　　　　　※事業の新規・既存は問いませんが、既存の事業については内容の
　　　　　　拡大が見込まれるものが対象です。
募集期間：令和元年7月1日～8月31日
　　　　　詳しくは、岩手県共同募金会盛岡市共同募金委員会（若園町2-2）
　　　　　TEL651-1000までお問合せください。

弁護士による無料法律相談
　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おこないます。
日　　時：7月24日(水)  午前10時～午後3時
　　　　　9月25日(水) 　　　　〃
場　　所：盛岡市玉山総合福祉センター
　　　　 （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。開催日の1か月前から予約を開始します。）
相談時間：1人30分以内（午前4名、午後4名）
予 約 先：盛岡市社会福祉協議会玉山支所　TEL 683-2743

ひとり親家庭等特別(法律)相談
日　　時：7月17日(水)　午前10時～午後3時(要予約)
会　　場：岩手県福祉総合相談センター相談室（本町通三丁目19-1）
対　　象：ひとり親家庭の方（母子家庭の方、父子家庭の方、寡婦）
相 談 料：無料
内　　容：離婚や養育費など日常生活において困っていること、悩みなど弁護士に
　　　　　よる相談をおこないます。
申し込み先・問い合わせ：ひとり親家庭等就業・自立支援センター　TEL 623-8539

●一般寄付
総合福祉センター補修準備積立金として
　ダンススポーツサークル　ル・シエール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
●物品寄付
法人運営のために
　第一学院高等学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車イス2台、歩行補助杖2本
福祉教育のために
　フジモトＨＤ株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車イス2台
貸出事業のために
　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ジュニアシート2台
高齢者福祉等のため
　曹洞宗第一教区寺族会・・・・・・・・・・・・・・・バスタオル・タオルケット等160点

昨年度の様子昨年度の様子


