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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/

　和室用の低いイスのお
かげで、足腰に負担なく
コーラスや座談会に参加
できるようになり、友達
も出来ました。大変あり
がとうございました。

　今回助成をいただいて
本部テントを整備するこ
とができたので、夏はも
ちろん、梅雨や秋の悪天
候でも活動することがで
きます。市内の小学生を
招いた体験会にも役立
て、活動を活性化してい
きたいと思います。

赤い羽根共同募金にご協力お願いします赤い羽根共同募金にご協力お願いします
　今年も10月1日から「じぶんの町を良くするしくみ。」のスローガンのもと、赤い
羽根共同募金運動が全国一斉に始まります。
　この募金は、皆様の身近な地域福祉活動に役立てられています。たとえば、町
内会・自治会等がおこなう地域福祉活動で使用する備品の整備、保育所や障がい
者作業所等の施設改修など、様々な活動に使われています。また、災害が発生し
た際には、いち早く復旧をおこなうため災害ボランティアセンター運営等の支援
活動にも役立てられます。
　共同募金は皆様のやさしい気持ちを集める活動です。盛岡を“人と人とがつな
がり共に支え合うまち”にするため、今年も赤い羽根共同募金へのご協力をよろ
しくお願いいたします。

～共同募金から助成をいただきました～

募集期間／10月1日～3月31日

米内地区福祉推進会

ボーイスカウト盛岡第12団

ありがとうメッセージ

　下記のとおり盛岡市社会福祉大会を開催します。多年にわた
り福祉に尽力された方々を表彰するとともに、小・中学生によ
る福祉作文・福祉標語の朗読発表をおこないます。続いて、宮
城県知事を平成5年から平成17年まで務めた浅野史郎氏をお迎
えして記念講演をおこないます。
　皆様のご来場をお待ちしています。

盛岡市社会福祉大会
盛岡市社会福祉大会
盛岡市社会福祉大会盛岡市社会福祉大会

日　　時：令和元年11月21日（木）午後1時～4時
会　　場：盛岡市民文化ホール大ホール（盛岡駅西通2-9-1）
記念講演：「みんなで支える地域福祉」
講　　師：浅野史郎氏（元宮城県知事／神奈川大学特別招聘教授）
入 場 料：無料
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000

9月2日（月）から右の窓口で配布します。
満席の際には入場をお断りする場合がございます。

●盛岡市役所１Ｆ総合案内所　●都南総合支所　●玉山総合事務所　●盛岡市総合福祉センター　●市内各老人福祉センター
●ふれあいランド岩手　●岩手県民会館　●マリオスインフォメーション　●プラザおでって　▶パルクアベニュー・カワトク７Ｆプレイガイド

入場整理券（無料）が必要です。

【プロフィール】
　1948年2月8日生まれ。仙台市出身。
　東京大学法学部卒業後、厚生省（現厚生労働省）入
省。児童家庭局障害福祉課長、社会局生活課長、生活
衛生局企画課長などを歴任。
　93年11月宮城県知事に当選。2005年11月まで、3
期12年務める。
　06年4月慶應大学総合政策学部教授。09年5月ＡＴＬ
（成人Ｔ細胞白血病）を発症し、大学を休職。その後、骨
髄移植を受け、病気から回復し、11年5月慶應大学に復
帰。
　13年3月慶應大学を定年退職。
　13年4月より現職。
　公益財団法人日本骨髄バンク理事、公益社団法人日本フィランソロピー協会会長。

第58回

昨年の街頭募金活動の様子

講師　浅野  史郎 氏
（元宮城県知事／神奈川大学特別招聘教授）
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本年５月に盛岡市社会福祉協議会が新たに設立した
「まるごとよりそいネットワークもりおか」についての内容をご紹介します！

本年５月に盛岡市社会福祉協議会が新たに設立した
「まるごとよりそいネットワークもりおか」についての内容をご紹介します！

まるごとよりそいネットワークもりおかまるごとよりそいネットワークもりおか

住んでいる地域を
さらに良くするために...
住んでいる地域を

さらに良くするために... 福祉懇談会を開催します！福祉懇談会を開催します！
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

　市民が家庭で困りごとを抱え、その困りごとが「複合的」である場
合、どこに相談すればいいのか途方に暮れることも少なくありませ
ん。そのため、盛岡市社会福祉協議会が中心となり、福祉相談のワン
ストップ化(※1)を推進しています。「まるごとよりそいネットワークも
りおか」は、支援を必要としている人を支えるため、様々な分野の専
門家と連携し、解決に向けて対応します。
　この事業は、子どもから、障がい、高齢者等の11分野の専門家と、
その活動を支える盛岡市をはじめ、司法関係者や民生児童委員、ボ
ランティア団体等で構成されています。
(※1) ワンストップ化＝窓口を一本化し、一か所であらゆる相談に応じること。

① 日常生活での相談対応
　どこに相談していいか分からない困りごとや悩みごとの相談を受け
付けています。
　相談窓口は、盛岡市社会福祉協議会です。
② 個別ケース会議
　一つの機関では解決が困難な課題に対し、幅広い分野の専門家・関
係機関と連携した個別ケース会議を開催して、解決に向けての対応を
おこなっています。
③ 困りごとまるごと無料相談会
　様々な困りごと（ひきこもり、生活困窮、借金、介護、子育て、障がい
など）についての相談会（年4回）をおこなっています。相談会では様々
な分野の専門家が常駐し、相談対応をおこないます。
④ Book and Bookenergy in Morioka
　「本のまち盛岡」の特徴を活かした取り組みです。ご
家庭で読み終えた本を寄附いただき、クリーニング等
の作業を経て、インターネットで再販売しています。
　この事業は、障がいの有無にかかわらず、何らかの
事情により、すぐには一般就労が難しい方が取り組む
「中間就労」を目的とした事業です。

　盛岡市社会福祉協議会は、「人と人とがつながり 共に支え合うまちづくり」の実現のため、各地区において、
福祉懇談会を開催します。今年度は11地区で開催する予定です。今までの懇談会で出た様々なアイディア
は、地域の中で具現化され、課題解決のために事業化されているものもあります。
　※地区福祉懇談会は、盛岡市社会福祉協議会や関係機関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。
　下記のとおり、開催する予定です。お近くで開催される際は、ぜひご参加ください。

あ り が と う ご ざ い ま す
アーク㈱
㈱愛真館
青葉化成㈱盛岡営業所
社団医療法人 赤坂病院
㈱赤澤紙業
税理士法人　秋山会計事務所
アクア工業㈱
アルファクラブ東北㈱岩手支社
㈱イクスル
㈱石田商会
いすゞ 自動車東北㈱盛岡支店
学校法人　岩手医科大学
㈱岩手金属工業会館

㈱岩手銀行
(一社)岩手県私立幼稚園・認定こども園連合会
(一社)岩手県治山林道協会
㈱岩手県農協情報電算センター
岩手県農業信用基金協会
岩手県北自動車㈱
（一社）岩手県木炭協会
岩手自動車塗装㈱
岩手トヨタ自動車㈱
岩手トヨペット㈱
岩手道路開発㈱
㈱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
岩手ヤクルト販売㈱
社団医療法人　久仁会　内丸病院
うな竹本店
エクナ㈱
㈱大坂工務店
岡田電気㈱
㈱小原商店
㈱小山田工業所
河北印刷㈱
カメイ物流サービス㈱盛岡営業所
川口印刷工業㈱

㈱川村電業
北日本機械㈱
㈱木津屋本店
㈱技電工業
㈲クリーンモーター岩手
介護療養型老人保健施設　圭友
㈱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
医療法人社団 恵仁会　三愛病院
㈱三櫻
㈱三伸鋼機
サンリード東北㈱

三陸土建㈱
昭和パックス㈱盛岡工場
四季亭
㈱寿広
㈲鈴木建設
清水寺
㈱ＴＥＣ 総合教育センター学院
㈲曽我工務店
㈱高光建設
第一商事㈱レディーズ・アイ事業部
㈱ダイトク
(資)中央自動車学校
中央土地㈱

＊＊まるごとよりそいネットワークもりおかとは？＊＊

～まるごとよりそいネットワークもりおかのイメージ図～～まるごとよりそいネットワークもりおかのイメージ図～

＊＊まるごとよりそいネットワークもりおかの取り組み＊＊

期　日 時　間 場　所
12月7日（土）
2月28日（金）

午前10時～午後4時
午前10時～午後4時

ふれあいランド岩手
盛岡市社会福祉協議会玉山支所

困りごとまるごと無料相談会 ～今後の開催予定～

障がい
更生保護

ひきこもり

高　齢

医　療

就労支援
若者支援

ひとり親支援

まちづくり・共生

社会福祉士会

生活困窮

盛岡市地域福祉課
市役所内の調整

ネットワークが
協力して行う活動

①相談対応
②個別ケース会議の開催
③困りごとまるごと無料相談会の実施
④Book and Bookenergy in Morioka

社協（CSW）
全体のコーディネート

子ども

地　区
杜　陵
みたけ
米　内
飯　岡
太　田

期　日
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）

時　間
午後6時30分～8時30分
午後6時30分～8時30分
午後2時30分～4時30分
午後6時30分～8時30分
午後6時30分～8時30分

　　　　場　所
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

地　区
玉山薮川
つなぎ
桜　城
城　南
見　前

期　日
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
午後6時30分～8時30分
午後6時30分～8時30分
午後6時30分～8時30分
午後6時30分～8時30分
午後6時30分～8時30分

　　　　場　所
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

昨年度の様子昨年度の様子
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福祉推進会 事業紹介福祉推進会 事業紹介

昨年の共同募金はこのような活動に役立てられています！昨年の共同募金はこのような活動に役立てられています！

赤い羽根共同募金出前講座のご案内赤い羽根共同募金出前講座のご案内

【城南・加賀野地区福祉推進会】【城南・加賀野地区福祉推進会】事業名：城南小学校との交流事業事業名：城南小学校との交流事業

　赤い羽根共同募金は、皆様の身近なところで様々な活動に役立てられています。ここでは、平成30年度におこなわれた活
動をご紹介します。共同募金助成は前年度の募金実績により配分され、今年集めた募金は令和２年度に実施される福祉活動
に役立てられます。

　盛岡市共同募金委員会では、市民の皆様が福祉に触れるきっかけづくりとして、共同募金出前講座に取り組んで
います。紙芝居等を使いながら、共同募金の使いみちや役割について楽しく学べる講座です。小・中学校のほかに、
ボランティア団体や町内会、企業等からのお申し込みも受け付けています。出前講座をご希望の方は下記連絡先ま
でお気軽にお問い合わせください。
〈問い合わせ・申し込み先〉  盛岡市共同募金委員会　TEL 651-1000

　7月10日、城南地区福祉推進会・加賀野地区福祉推進会の事業として、盛岡市立城南小
学校の生徒との交流がおこなわれました。この交流事業は毎年おこなわれており、地域の
民生児童委員が中心となり、学校へ呼びかけて実現しました。
　当日は民生児童委員のほか、地域にお住まいの高齢者が参加し、折り紙や昔遊びなど生
徒たちが考えたコースで、生徒から遊び方を教えてもらったほか、将棋などで交流し、笑顔
いっぱいの楽しいひと時を過ごしました。
　参加した方々からは、「孫と同年代の子どもたちとこうして触れ合うことができて良かっ
た」などの感想があり、城南小学校の生徒たちからは「地域の皆さんがとても楽しんでくれ
ていたので良かった」という感謝のことばが述べられました。

【好摩地区福祉推進会】【好摩地区福祉推進会】事業名：好摩地区ふれあい大運動会事業名：好摩地区ふれあい大運動会
　6月23日、好摩地区福祉推進会体育部会が中心となって好摩地区ふれあい大運動会が開催されました。巻
堀中学校の生徒30名が競技運営に携わったほか、地元企業で働くベトナムの方々の競技参加もあり例年以
上に盛況となりました。今回の運動会で地域内の世代間交流と国際交流を深める良い機会となりました。
　好摩地区福祉推進会では、10自治会が主体となり3つの専門部会が各事業を実施しています。
　・青少年部会：児童生徒活動優良者の表彰､世代間交流事業の開催
　・体育部会：地区運動会の開催
　・福祉部会：介護・医療保健講座や座談会､シルバーメイト研修などの開催

㈲直利庵
㈱テレビ岩手
天晶堂都南店
樋下建設㈱
㈱東北銀行
㈱東北油化
東北労働金庫岩手県本部
東洋電業㈱
医療法人巖心会　栃内病院
都南金融団
㈱都南建設
医療法人財団 仁医会　都南病院
巴染工㈱

㈱トヨタレンタリース岩手
杜陵高速印刷㈱
㈱土木技研
日産チェリー岩手販売㈱
日産プリンス岩手販売㈱
㈱日本デスコ
日本レジャービジネス㈱マッハランド
ネッツトヨタ岩手㈱
㈱蜂屋
㈱ヒノヤタクシー
㈱広田薬品
福田機械㈱
㈲福田パン

富士水工業㈱
㈲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
フルテック㈱盛岡支店
物産石油ホームライフ岩手㈱
ブリヂストンタイヤ岩手販売㈱
㈱丸一魚類
丸モ盛岡中央青果㈱
㈲みかわや
㈱道又時計店
学校法人盛岡学園 みなみ幼稚園
㈱宮田燃料

社会医療法人智徳会　未来の風せいわ病院
名鉄観光サービス㈱盛岡支店
㈱メガネの水晶堂
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㈱
社会医療法人みやま会　盛岡観山荘病院
盛岡ガス㈱
㈲盛岡消防設備点検センター
(一社)盛岡市医師会
盛岡信用金庫
㈲盛岡自動車学校
㈱盛岡タイムス社

特定医療法人　盛岡つなぎ温泉病院
盛岡ニッタン㈱
盛岡遊技業組合
㈲盛都冷機
㈱ヤシマ部品
㈱山與
ユニック北東北販売㈱
横河電子機器㈱
吉久産業㈱
㈱吉田印刷
菱和建設㈱
渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科
㈱渡辺設計事務所

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。【令和元年7月31日～8月19日受付分】（敬称略・50音順）

地域福祉活動事業費助成（抜粋）      民間地域福祉事業への助成をおこないました。 
事業名 内  容 助成額 

おでかけ送迎サービス事業 車いすが必要な方の通院等をリフト付き車両で無料送迎す
る事業（延べ 685名利用） 

1,405,179 円 

ボランティア保険助成事業 ボランティア活動保険加入時に加入料の助成をおこなう事
業（10,738 件助成） 

600,000 円 

盛岡市地区福祉推進会活動助成 世代間交流事業やサロン活動などの地域福祉活動（市内全
域 32地区で実施） 

2,680,000 円 

盛岡市障がい者スポーツ大会 障がい者スポーツ大会の開催助成 87,300 円 

地区福祉懇談会開催事業 地域の福祉課題解決に関する住民懇談会の開催 20,000 円 

福祉団体等活動育成支援 
盛岡市内の福祉団体への助成（地域住民への相談支援や保
健医療指導、障がい者支援、児童支援、高齢者支援等をお
こなう 9団体） 

3,874,000 円 

福祉のまちづくり助成    地域福祉活動に使われる備品整備への助成をおこないました。 
事業名 内  容 助成額 

米内地区福祉推進会 肘付きイス 20脚 85,000 円 

乙部地区福祉推進会 ノートパソコン、プリンター 200,000 円 

ボーイスカウト盛岡第 12団 テント、三方幕、錘 200,000 円 

施設整備助成                福祉施設の設備整備の助成をおこないました。 
施設名 内  容 助成額 

特定非営利活動法人 
好望・恕グループホーム月が丘 エレベーター機能維持工事 

680,000 円 

助成を受けた団体からのメッセージが岩手県共同募金会のwebサイト
（http://www.akaihane-iwate.or.jp/）で公開されています。

〈交流事業の様子（城南、加賀野）〉

〈大運動会の様子（好摩）〉



　「今日も本当に暑いですね。」そんな挨拶を毎日交わしているうちに夏も過ぎ、虫の声
色に時の移ろいを感じるこの頃です。さて、我が社会福祉協議会の秋といえば、”赤い羽
根共同募金”と”社会福祉大会”。一面にも掲載していますが、今年は宮城県知事を務め
られた浅野史郎氏を講師にお招きします。講演の演題は、赤い羽根共同募金ともつなが
る「みんなで支える地域福祉」です。皆さまのお越しを、心よりお待ちしております。（き）

《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）
時　　間：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：9月20日（金）、10月18日（金）、11月15日（金）
時　　間：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：10月9日（水）、11月13日（水）
時　　間：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

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。
令和元年6月13日～8月19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
（11月まで）

日　　時：10月23日(水) ～ 24日(木) 
　　　　　午前10時～午後5時
内　　容：盛岡市内在住で60歳以上の方々の絵
　　　　　画や手芸品、書道作品を集め、上記の
　　　　　2日間の日程で作品展を開催します。
場　　所：盛岡市総合福祉センター 4F 講堂 (若園町2-2)
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 (TEL 651-1000)

主　　催：盛岡市社会福祉協議会、盛岡茶道協会
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。）
日　　時：11月3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）へお申し込みください。

老人作品展 開催案内

福祉茶会割引券配布のお知らせ

募　集　案　内

　子どもの野外体験・教育活動をサポートす
る指導者候補&補助者を募集します。
内　　容：小学生対象の野外活動見守り・活   
　　　　　動補助・活動の企画・準備・撤収
　　　　　撮影・備品管理
　　　　　土日祝を中心に月２～３回の活動です
活 動 例：キャンプ・ハイキング・野外炊事・沢遊び・軽登山・雪
　　　　　遊び・歌・ゲーム・工作・バザー・募金・清掃活動…等
問い合わせ：上総（かずさ）TEL 090-9323-6469
Eメール：kazsa.t@ezweb.ne.jp

ボーイスカウト盛岡第12団スタッフ募集

　自宅で家族を介護している方を対象にした、
リフレッシュ交流会の参加者を募集します。
日　　時：11月28日（木）午後2時 
　　　　　　　 ～29日（金）午前11時30分
場　　所：つなぎ温泉 ホテル紫苑（繋字湯の館74-2）
内　　容：講演、参加者同士の交流会、軽体操 など
対　　象：盛岡市内にお住まいで、ご自宅で要介護1以上の高齢者
　　　　　や認知症の高齢者、または、重度の障がいのある方を介
　　　　　護している家族
参 加 費：無料
定　　員：25名
申し込み：盛岡市社会福祉協議会 在宅福祉課
　　　　　TEL 651-1000までお申し込みください。
　　　　　10月23日（水）午前10時 より受け付けます。

家族介護者リフレッシュ交流会開催

内　　容：介護に関心のある方を対象とした、介護の基礎知識・技
　　　　　術に関する講座
日　　時：①11月８日（金）　午前8時30分～午後5時
　　　　　　講義「介護に関する基礎知識」、「介護の基本」、「認知症
　　　　　　の理解」
　　　　　②11月15日（金）　午前9時～午後5時
　　　　   　演習「生活支援技術の基本」、「基本的な介護の方法①②」
　　　　　③11月22日（金）　　　 〃
　　　　　　講義「基本的な介護の方法」、「障害の理解」、「介護における
　　　　　　安全確保」
場　　所：ふれあいランド岩手（三本柳8地割1-3）
申し込み・問い合わせ：岩手県社会福祉協議会 岩手県福祉人材センター
　　　　　　　　　　　TEL 601-7061　FAX 637-9612
そ の 他：受講料・テキスト代は無料です。介護のしごとに興味関
　　　　　心がある方であれば、どなたでもご参加いただけます。

介護入門研修受講案内

　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44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：11月20日（水）午前10時から午後1時まで
場　　所：盛岡グランドホテル（愛宕下1-10）
参 加 費：ご夫婦で6,000円（集合写真代含む）
申し込み：各地区老人クラブ会長または、〒020-8530　市役所長
　　　　　寿社会課内 金婚慶祝会実行委員会へ（詳細は広報もり
　　　　　おか９月1日号をご覧ください）
締　　切：令和元年10月11日（金）必着
問い合わせ：市役所長寿社会課　TEL 603-8003

金婚慶祝会のご案内

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：9月25日(水)　午前10時～午後3時
　　　　　11月27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
　　　　 （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：10月23日(水)　午前10時～午後3時(要予約)
場　　所：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・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
法人のために
　特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター・・・・2,716円
　匿　名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円

昨年度の様子昨年度の様子

　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時から12時30分、または午後1時から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

　盛岡市社会福祉協議会では、ホームヘルパーを
募集しています。
（未経験者可、勤務時間等については要相談）
必要資格：ホームヘルパー2級以上、介護職員初　　
　　　　　任者研修修了者または介護福祉士資格等
雇用形態：非常勤（時給：平日1,200円～、日・祝日1,500円～）
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、①または②に所属のうえ、ご利用者様宅での活
　　　　　　動となります。
問い合わせ：①盛岡駅西口ヘルパーステーション　TEL 653-3013
　　　　　②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
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