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新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶
　謹んで、新年のごあいさつを申し上げます。
　市民の皆様方におかれましては、健やかに新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。日頃より本会の事業推進に
つきまして温かいご理解と心強いご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
 昨年は、10月の台風19号により県内でも甚大な被害が発生したことに際し、特に大きな被害を受けた普代村の災害ボラン
ティアセンターへ応援職員を派遣し、復興支援をおこないました。また、紙面の２面で取り上げておりますが、市内11地区で
福祉懇談会を開催し、市民の皆様と様々な福祉課題を解決するための取り組みなどについて話し合いをおこないました。
　今年も、市内11地区で福祉懇談会を予定しているほか、地域活動などの支援を通して、市民の皆様からの声を聴き、“地
域”と“人”とのつながりを第一に考えて、事業を進めてまいります。昨年同様、温かいご支援、ご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
　本年が皆様にとって、幸せに満ちた素晴らしい一年になりますよう心からお祈り申し上げ、新年のあいさつといたします。

＊対象世帯／ひとり暮らし等の高齢者の方や身体に障がいのある方の世帯で、その世帯および地域で除雪ができない世帯
＊除雪範囲／玄関から道路までを基本とする必要最低限の生活通路
＊除雪期間／令和２年３月31日まで
＊利用にあたって／本除雪事業の利用に際して、下記の内容についてあらかじめご了承願います。
　●雪が降った際の受付となっており、事前の予約は受け付けできません。
　●地域によりボランティアを派遣できない場合があります。
　●除雪に伺う日時はボランティアの活動可能時間等により調整します。
＊希望範囲が対象外の場合／
　福祉除雪で定める除雪範囲以外（庭、駐車場等）をご希望の場合は、有償の除雪協力団体を紹介します。なお、料金等の
詳細については、除雪協力団体へ直接ご確認ください。

　盛岡市社会福祉協議会では、個人や団体の協力をいただきながら、ひとり暮らし等の高齢者の方や障がいのある方の
世帯を対象に、雪かきボランティアの派遣をおこなう福祉除雪を実施しています。また、有償の除雪協力団体の情報提
供もおこなっています。

問い合わせ・申し込み先　　盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 651-1000

雪かきボランティアを募集しています！
より多くの除雪ニーズに対応するため、除雪にご協力いただけるボランティア（個人・団体不問）の方を募集しています。
皆様のご協力をお願いします。

雪かきボランティア派遣します雪かきボランティア派遣します雪かきボランティア派遣します雪かきボランティア派遣します

　昨年10月の台風19号により、被災され
た皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　中央共同募金会では、被災された方々
の支援のため義援金を募集しています。
受け付けた義援金は、被害のあった各都
県に送金し、被災者へ配分されます。

募集期間：令和２年３月31日（火）まで
　
　義援金は、盛岡市共同募金委員会（盛
岡市若園町2-2）で受け付けています。
　皆様のご協力をお願いします。

盛岡市社会福祉協議会内　盛岡市共同募金委員会
（TEL 651-1000）までお問い合わせください。
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　生活福祉資金「教育支援資金」は、所得の少ない世帯（生活保護世帯を含む）に対して、高等学校、大学（短期大学および専修学校の専
門課程を含む）または、高等専門学校の就学費用を無利子でお貸付する制度です。
【貸付対象となる世帯】（以下のすべてに該当）
●現住所地の居住期間がおおむね6ヶ月以上であり、引き続き居住することが見込
まれる世帯
●低所得世帯（世帯収入が、生活保護基準の1.7倍以下の世帯。詳しくはお問い
合わせください。）
●必要な資金の融資を他から受けることが困難、または融資を受けても進学・在学
がなお困難な世帯
【貸付限度額】
●教育支援費
　①高等学校（専修学校高等課程を含む） ･･･････ 月額 35,000円以内
　②高等専門学校 ･････････････････････････････ 月額 60,000円以内
　③短期大学（専修学校専門課程を含む） ･･･････ 月額 60,000円以内
　④大学 ･････････････････････････････････････ 月額 65,000円以内
●就学支度費（入学金、制服代等入学時に必要な経費） 500,000円以内

盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 生活支援係 TEL 651-1001

生活福祉資金 教育支援資金のご案内生活福祉資金 教育支援資金のご案内

【その他】
●高等学校に限り、やむを得ない事情により滞納した授業料等も含めることができます。
●就学する本人が借受申込人、同一世帯の生計中心者が連帯借受人になって申し込みま
す。（世帯状況によっては、「連帯保証人」が必要になる場合があります。）
●申込時から貸付、返済終了まで、民生委員及び社会福祉協議会が世帯の相談支援をお
こないます。なお、申請時には、お住まいの地区の民生委員の意見書が必要となります。
●申し込みから貸付金の送金までは、1ヶ月程度の期間がかかります。
●返済期間は、卒業後、6ヶ月の据置期間が終了してから20年以内で設定が可能です。期
限内に返済が終了しない場合は、残りの元金に対し年5％の延滞利子が発生します。

杜陵地区　10月16日開催 みたけ地区　10月18日開催

つなぎ地区　11月18日開催

桜城地区　11月20日開催
（地域ケア会議との合同開催）

地区福祉懇談会
開催報告

地区福祉懇談会
開催報告

　盛岡市社会福祉協議会では、第２期地域福祉活動計画のもとに「地域課題の解決への取り組み」
として盛岡市内32地域で地区福祉懇談会を開催しています。今年度は11地区の地域で開催しました
が、新しい試みとして自治会を対象に開催した地域や、地域ケア会議との合同開催をおこなった地域も
ありました。ご出席いただきました関係者の皆様に御礼を申し上げるとともに、今後は、提案いただいた
アイディアの実現化を目標に、地域内で協力者を募り、関係機関とも連携を図りながら、様 な々活動を展
開していく予定です。
　今号では、今年度の話し合いのテーマやご提案いただいたアイディアの一部を抜粋してご紹介します。

緑が丘地区　９月19日開催
（地域ケア会議との合同開催）
●テーマ
みんなで考えよう！これからの地域福祉
～町内会・自治会での助け合いについて考えてみよう～
●アイディア
集いの場づくり／助っ人リスト作成／ネット通販活用教室／
地域デビューのきっかけづくり 等

●テーマ
自分ができる“助け合い”活動をみつけよう
●アイディア
集まる場所づくり／草取りサークル等のボランティア
グループをつくる 等

●テーマ
高齢者の生活支援について
～住民による助け合いで解決できることを考えてみよう～
●アイディア
ペットの散歩・世話／ゴミ出し／電球交換／草取り／
空き家をDIY「男の居場所」づくり 等

●テーマ
太田地区のこれからについて
～少子高齢化に見る太田地区のこれからを学び、
自分達で出来ることを考えてみよう～
●アイディア
地域おこし協力隊と協力！ジビエ料理の農家レストラン
／空き家と農地で遊び場づくり 等

●テーマ
健康で長寿のまちづくりを目指して
～介護福祉施設や関係機関との連携について～
●アイディア
老人憩いの家に足湯を設置／温泉の送迎バス活用／
タクシー会社と連携／学校跡地の活用 等

●テーマ
地域の居場所づくりについて
～担い手の発掘や育成、生きがいづくりの仕組みを
考えよう～
●アイディア
人が集まる地域の田畑等を活用したサロンづくり／
子どもと一緒にグランドゴルフ　等

●テーマ
杜陵地区の地域課題について考えてみよう
●アイディア
子どもも大人も遊べる場／公園への防犯カメラ設置／
現状把握と実態調査をおこなう 等

●テーマ
高齢者の冬場の困りごとについて
～住民主体で解決できる方法を一緒に考えてみよう～
●アイディア
住民による助け合いの組織づくり／
有償ボランティア／地域でボランティアを募る 等

●テーマ
米内地区版人材バンクによる高齢者の生活支援の
仕組みを考えよう～買い物支援と移動支援について～
●アイディア
生協バスに乗るまでの介助ボランティア／
移動販売車の活用／有償ボランティア 等

米内地区　10月19日開催

飯岡地区　10月24日開催
（湯沢団地自治会にて開催）

太田地区　11月８日開催 玉山薮川地区　11月13日開催

城南地区　11月25日開催
●テーマ
みんなで支え合う城南地区
～地域福祉の担い手や地域行事への参加者について～
●アイディア
町内会が１つになれる行事を開催／集まる場所・
機会づくり／住民同士で声かけ・挨拶 等

●テーマ
高齢者のゴミ出し支援について
～見前地区での取り組みについて学び、意見交換をしよう～
●アイディア
住民が出来る事、出来ない事を明確化／繋がりづくり／
有償ボランティア／組織づくり 等

見前地区　11月27日開催
（地域ケア会議との合同開催）

【社協】を
名乗る不審電話に
ご注意ください！

　盛岡市社会福祉協議会の職員
を名乗り、個人情報を聞き出す不
審電話が発生しています。
　金銭に関する被害などは出てい
ませんが、家庭状況などを伺う内容
であると報告されています。
　当会では、そのような電話を掛
けることはありませんので、ご注意
ください。
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　12月10日、盛岡市
歳末たすけあい演芸
会（同実行委員会主
催）が岩手県民会館
を会場に開催されま
した。

　この演芸会は、ひとり暮らしや寝たきりの高齢者、重度
の障がいのある方、母子・父子世帯の方 を々応援する
歳末たすけあい運動に賛同して毎年開催されていま
す。今年は37団体が出演し、踊りやコーラスなど披露さ
れ、賑やかなステージとなりました。また、この演芸会で入
場者から寄せられた募金は後日、盛岡市共同募金委員
会に寄付されました。

社協特別賛助会員社協特別賛助会員

歳末たすけあい演芸会歳末たすけあい演芸会

　12月20日、真如苑様
から盛岡市社会福祉協
議会に50万円のご寄付
をいただきました。
　真如苑様からのご寄
付は、1985年から毎年い
ただいているもので、今
回までの寄付額は4,000
万円以上となりました。
　当会の川村会長からは「毎年このようにご寄付をい
ただき、ありがとうございます。社会福祉のために大切に
使わせていただきます」と感謝の言葉を述べ、感謝状を
贈呈しました。

真如苑様より
ご寄付いただきました
真如苑様より

ご寄付いただきました

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いただきました。ありがとうございました。

【令和元年10月17日～12月10日受付分】（敬称略・50音順）
いわぎんリース・データ㈱　成和自動車鈑金塗装工業㈲

第58回盛岡市社会福祉大会表彰者
・市長感謝状
松尾　常治 （仁王地区民協）
鏡　　　榮 （同）
佐久間敏子 （桜城地区民協）
菊池　俊一 （同）
工藤　長彦 （同）
熊谷　弘道 （山岸地区民協）
中村　千枝 （同）
三橋フジ子 （米内地区民協）
井上　行男 （同）
石川とも子 （上田地区民協）
和田　郷子 （同）
米澤由紀子 （緑が丘地区民協）
田髙　恭子 （同）
馬場美喜子 （青山地区民協）
菊池　　完 （同）
平山由紀子 （みたけ厨川地区民協）
千葉　典子 （同）
佐々木嘉直 （同）
米倉　文子 （東厨川地区民協）
半田　道子 （同）
細田　誉子 （同）
工藤貴惠子 （同）
武藏　ツヤ （太田地区民協）
古川　幸子 （同）
吉田　　恵 （繋地区民協）
菅野みき子 （城南地区民協）
志田みどり （加賀野地区民協）
照井　立子 （杜陵地区民協）
菅原　修一 （同）
德田　孝雄 （同）
杉田　　敏 （河南地区民協）
小笠原フキ子 （簗川地区民協）
菅原　洋子 （仙北地区民協）
中山　滿子 （同）
稲垣　孝夫 （津志田地区民協）
菅原千枝子 （同）
吉田佐喜子 （同）
宇津宮妙子 （永井地区民協）
鈴木　晴江 （同）

中田　　実 （飯岡地区民協）
藤澤　　稔 （乙部地区民協）
前田　恒雄 （同）
舘野理々子 （巻堀地区民協）
渡向　安雄 （同）
大西　福子 （渋民地区民協）
高橋　初代 （同）
渡邊　一義 （同）
細野　えつ （玉山地区民協）
室坂　光榮 （同）
・盛岡市社会福祉協議会会長表彰
藤澤　よう （城南地区民協）
上野　蔦子 （育心会）
上村　　睦 （同）
稲田久美子 （同）
澤口　洋子 （同）
柴田　雄司 （岩手愛児会）
佐々木奈津子 （同）
高橋　洋子 （岩手県同胞援護会）
八木橋ひろみ （同）
小笠原裕美 （同）
浜川　陽子 （同）
佐藤　理香 （同）
中居　　正 （小原慶福会）
髙橋　柳子 （好望・恕）
城内　結子 （善友隣保館）
盛内ゆり子 （玉山秀峰会）
荒屋　美幸 （同）
谷藤　幸子 （長松寺会）
池口　杜孝 （同）
菊池　朋子 （光の園）
佐藤　志帆 （福振会）
浮中　由美 （同）
兼平　哲哉 （藤実会）
猿舘　和雄 （同）
浅沼吉二郎 （同）
川村　勝子 （同）
熊谷　道子 （同）
藤原　　稔 （同）
武藤　啓一 （同）

武藤　信義 （同）
藤澤　一公 （同）
高橋ちず子 （同）
小野寺昌子 （同）
遠藤　公子 （同）
佐藤支帆子 （同）
伊藤　　洋 （みたけ弥勒クラブ）
佐藤　敏昭 （盛岡市民福祉バンク）
川村　英智 （盛岡市社会福祉協議会）
平野　玲子 （同）
加藤　博子 （同）
吉田　弘子 （同）
那須　保子 （同）
蠣崎　悦子 （同）
浦田　益実 （同）
浦田　一子 （同）
鷹觜まゆみ （同）
武田　玉江 （同）
森　　ふみ （同）
佐々木明美 （同）
赤坂　江美 （同）
藤中　裕子 （同）
吉嶋ひろみ （同）
岡田　光代 （同）
渡邊　光子 （同）
石崎　幸子 （同）
佐々木明美 （同）
田中　寛子 （同）
小原加代子 （同）
菅原　安子 （同）
佐藤　陽子 （同）
鈴木　直子 （同）
高舘亜希子 （同）
室岡　貴志 （同）
八幡　美惠 （同）
齊藤　守子 （同）
一兜ななえ （同）
鈴木　洋子 （同）
関　　純子 （同）
佐々木優子 （同）

高橋カツエ （同）
齊藤かすみ （同）
高橋　光代 （同）
花坂　友則 （同）
佐々木美喜子 （同）
三田地宣子 （盛岡市共同募金委員会）
山田美年子 （盛岡市保健推進員協議会）
村井　敬子 （同）
浅沼　節子 （同）
波岡　宮子 （同）
田中自治会 
新山自治会 
・盛岡市社会福祉協議会会長褒賞
佐々木雅子　 桐明　瑞穂　 三浦　　勉　
高橋　光春　 川村　光男　 小本　眞理 
小林　公博　 髙橋　幸子　 小原　晴美 
・中央共同募金会会長感謝状
株式会社北日本銀行
・岩手県共同募金会会長感謝状
株式会社東北銀行
表千家盛岡吉祥会
表千家方掬会
表千家水月会岩手支部
盛岡市歳末たすけあい演芸会実行委員会
・福祉作文・福祉標語コンクール最優秀賞
増山　賢汰 （土淵小学校２年）
藤村　　嶺 （太田小学校４年）
髙橋　来和 （仁王小学校６年）
澤﨑ゆずか （岩手大学教育学部附属中学校３年）
田中　琉翔 （土淵小学校１年）
玉山　　樟 （仁王小学校４年）
竹澤　希仁 （渋民小学校６年）
城前　日果 （仙北中学校２年）

（敬称略）

　令和元年11月21日、盛岡市民文化ホール大ホールを会場に第58回盛岡市社会福祉
大会を開催しました。
　当日は多くの市民の皆様にご参加いただいた中、社会福祉の発展に功績のあった
137人および8団体に盛岡市社会福祉協議会会長表彰、盛岡市長感謝状等が贈られま
した。
　また、盛岡市内の小中学生を対象に開催した福祉作文・福祉標語コンクール各部門
の最優秀賞受賞者8名の表彰と受賞者本人による朗読発表もあわせておこないました。
　式典の最後に、「一人ひとりが小さな気遣いや思いやりの心をもち、みんなで支え合う
ことのできる地域づくりを進めます。」など５つの項目を大会宣言として提案し、会場の拍手により採択されました。
　式典終了後、元宮城県知事の浅野史郎氏を講師に迎え、「みんなで支える地域福祉」と題した記念講演をおこな
いました。昭和45年に厚生省（現在の厚生労働省）入庁以来講師自身が関わってきた障がい福祉分野の経験をもと
に、ときおり障がい者自身や地域住民の発した言葉を交えながらのお話しに来場者は聞き入っていました。
※令和元年度盛岡市福祉作文・福祉標語コンクール最優秀賞受賞作品は、福祉もりおか198号（2019年11月15日発行）に掲載しています。

hhhh

　12月1日、たまやま女性
団体協議会（会長 竹田
かづ子）主催による、たま
やまチャリティーショーが
開催され、益金10万円を
盛岡市社会福祉協議会

へご寄付いただきました。
　このチャリティーショーは福祉活動の一環として毎年
開催されており、今年で31回目となっています。各団体
による個性豊かな踊りや合唱、演奏など全25演目が披
露され、会場内も多くの来場者で賑わい、華やかなス
テージとなりました。

たまやまチャリティーショー寄付たまやまチャリティーショー寄付

第58回 盛岡市社会福祉大会



　新年あけましておめでとうございます。今年もさまざまな情報をお届けしたいと思いま
すので、よろしくお願いします。
　昨年は台風15号千葉県災害や佐賀県豪雨災害など、全国的に多くの災害が発
生し、県内では台風19号による家屋の流出、床上床下浸水等の被害が発生しまし
た。今号の4面に掲載していますが、被災者を支援するために義援金の募集をおこ
なっています。皆様のあたたかいご支援をよろしくお願いします。（よ）

編集
後記

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

《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：令和2年１月17日（金）、2月21日（金）、3月19日（木）
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：令和2年2月12日（水）、3月11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相談窓口

掲示板
（3月まで）

日　　時：令和２年２月６日(木)　12時～
　　　 　（盛岡市老人クラブ大会終了後）
場　　所：岩手県民会館　大ホール
　　　　 （内丸13-1）
内　　容：60歳以上の方々が踊りや合唱等

を披露する芸能大会です。
入 場 料：無料
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会
　　　　　地域福祉課　TEL 651-1000

老人芸能大会

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：令和２年３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）
申し込み：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。

福祉茶会割引券配布のお知らせ

　身体に障がいのある方を対象としたボウリ
ング大会の参加者を募集します。
対　　象：市内に居住・お勤め・活動されて

いる身体障がい者の方
日　　時：令和２年３月22日（日）
　　　　　午前９時30分 受付
日　　程：午前10時00分　ボウリング教室
　　　　　午前10時30分　開会式
場　　所：マッハランドボウリング場（上堂１丁目2-38）
参 加 費：無料（貸靴料は別途各自負担）
申し込み：３月16日（月）午後３時までに盛岡市身体障害者協議会
　　　　 （TEL／FAX651-3336）へお申し込みください。（職員対応

可能な時間帯：月・水・金の午前10時～午後3時です。)

内　　容：競技補助（車いす移動補助・ボール渡し補助等）
　　　　　※可能な場合は、ボウリング競技にもご一緒に参加をお願いします。
申し込み：2月28日（金）までに盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課
　　　　 （TEL651-1000）へお申し込みください。

市長杯争奪身体障がい者ボウリング大会

ボウリング大会にご協力いただける
ボランティアを募集します！

ボウリング大会にご協力いただける
ボランティアを募集します！

主　　催：岩手県ビリヤード協会
日　　時：令和２年2月11日（火）から
　　　　　毎週火曜日
　　　　　午後４時～午後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～午後10時まで)
申込期限：令和２年2月4日（火）

シニアビリヤード教室

ひとり親家庭等特別(法律)相談
日　　時：令和２年1月22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3-19-1）
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

困りごとまるごと無料相談会
日　　時：令和２年２月28日(金)　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）
内　　容：日常における生活の困りごとについて、どんな相談でもお
　　　　　受けします。
対　　象：盛岡市内にお住まいの方、お勤めの方 など
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課（TEL 651-1000）
　　　　　当日受付も可能ですが、事前予約の方が優先になります。

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。
令和元年10月17日～12月20日現在（敬称略）

ま ご こ ろ

相続相談・登記相談
日　　時：令和２年２月７日（金）午前10時～午後3時（要予約）
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（予約が定員に達し次第締め切り）
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

●一般寄付
法人のために
　吉田太陽歌謡会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　都南芸能協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
　鈴木貞一郎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円
　盛岡民踊研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42,164円
　青葉幼稚園父母の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　煎茶道三彩流彩茗会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,800円
　乙部地区保健推進員協議会・乙部地区食生活改善推進員協議会・・・・・・11,000円
　八重樫泰信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　たまやま女性団体協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　清水寺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150,000円
　真如苑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
　船田東自治会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,915円
総合福祉センター補修準備積立金として
　盛岡市保育所協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・315,300円
●物品寄付
被災地支援のため
　小田中トモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手ぬぐい・タオル・マスク43点
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159点

〈昨年度の様子〉〈昨年度の様子〉

〈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～12時30分、または午後1時～午後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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