
　今年も10月1日から、赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まります。
　赤い羽根共同募金は身近な地域福祉活動に役立てられ、現在まで73年にわたり活用さ
れてきました。
　その使い道は福祉活動だけでなく、今年は新型コロナ
ウイルス感染症の影響下で、子どもと家族等の孤立を防
ぐ福祉活動に対しても支援をおこなっています。
　赤い羽根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
お願いします。

 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。令和元年度に助成をおこなった団体と活動をご紹介します。

　盛岡市共同募金会では、自動で赤い羽根共同募金へ売上の一部が寄
付される赤い羽根自動販売機（清涼飲料水）の設置を進めています。新
たな設置はもちろん、現在設置している自動販売機からの移行も可能
です。企業や事業所において、気軽にできる社会貢献活動です。
※設置料は原則無料となっていますが、毎月の電気使用料はご負担いただきます。
※寄付の割合は設置主様に設定していただきます。（例：売上額の１％を寄付 等）

　カフェコムサ盛岡川徳店(株式会社コムサ)で、10月
1日～31日までの1ヶ月間限定で、
『赤い羽根のケーキ』が販売さ
れます。

「いちじくと和梨のケーキ」
　マスカルポーネのベースに、10月が旬の“いちじ
く”と“和梨”を合わせました。ホワイトチョコとラズベ
リーパウダーで赤い羽根をイメージしたデコレーショ
ンをしています。

※ケーキの売り上げの一部は、株式会社コムサ様よ
り、盛岡市共同募金委員会へご寄付いただきます。

　盛岡市共同募金委員会は、企業の社会貢献活動(CSR)を応援し
ています。お気軽にお問い合わせください。

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

『赤い羽根のケーキ』いかがですか？『赤い羽根のケーキ』いかがですか？
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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
募集期間／10月1日～3月31日

昨年の街頭募金の様子 カフェコムサ盛岡川徳店
盛岡市菜園1丁目10－1
パルクアベニュー・カワトク2F

共同募金運動PRのために、公式YouTube
チャンネルを開設しました。
右のQRコードから読み取ってご覧ください。

盛岡市共同募金委員会 公式YouTubeチャンネルを開設しました！

  

 

◇くらしのお悩み◇ 

◇無料相談会 開催日◇ 
 

１０月 7日（水）  １１月 ４日（水）   

12 月 2 日（水）  １月６日（水） 

２月  ３日（水）  ３月  ３日（水） 
 

♪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。 

 

●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）

赤い羽根自動販売機を設置しませんか

　　　   団　体　名

山岸五丁目町内会

本宮地区福祉推進会

飯岡地区福祉推進会

オレンジカフェお茶っこの会

盛岡少年指導員連絡協議会

盛岡市学童保育連絡協議会

●施設整備助成　　（福祉施設での設備整備の助成）

助成額　

172,000円

200,000円

198,000円

62,000円

200,000円

198,000円

施設名
特定非営利活動法人フラット寺町ファーム仁王

内　容
大型冷凍庫改修

助成額
680,000円

　今年度の盛岡市社会福祉大会は、新型コロナウイルス感染拡大
予防のため、式典のみの開催とし、例年併せて実施している記念
講演等はおこないません。
　入場者は被表彰者とそのご家族のみとなります。

第59回盛岡市社会福祉大会のお知らせ第59回盛岡市社会福祉大会のお知らせ

　　　　　　　　内　　容
高齢者を対象とした五丁目サロンの環境整備事業
（空き家を活用した公民館へのエアコン整備）
視聴覚機器整備事業
（パソコンとスクリーン購入）
福祉講座・自主防災事業等活用機器整備事業
（ワイヤレスアンプ・ワイヤレスマイク購入）
情報発信のための機器整備事業
（プロジェクター購入）
読みきかせ等機材整備事業
（紙芝居用舞台および屋外テントの購入）
共働き、ひとり親家庭の児童の生活支援事業
（パソコン機器の購入）

×

盛岡市共同募金委員会  TEL 651-1000詳しくは

盛岡市社会福祉協議会　在宅福祉課　TEL 651-1000詳しくは
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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
　盛岡社協は、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、町内会・自治会等を
通じて皆様より「世帯会費」のご
協力をいただいています。

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

盛岡市社会福祉協議会　生活支援課　TEL 651-1000詳しくは

まるごとよりそいネットワークもりおかとは？
　家庭で困りごとを抱え、その困りごとがいくつもかさなっている場合、どこに相
談すればいいのかわからないことが少なくありません。そのため、盛岡社協が中
心となり、福祉相談を推進しています。「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
に向けて対応しています。
　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、民生児童委員、ボランティア団体等の関係団体で構成
されています。
※ワンストップとは、窓口を一本化し、一カ所であらゆる相談に応じること。

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 ････････････6,093千円
・シルバーメイト･････････････････････3,756千円
・ふれあいのまちづくり（玉山地域）･･･････454千円
・地域福祉コーディネート活動 ･･･････････100千円
・多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業
（盛岡市委託事業）･･････････････････18,708千円
・地域力強化推進モデル事業･････････10,875千円
・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（盛岡市委託事業）･･････････3,177千円
・生活支援体制整備事業（盛岡市委託事業） 5,718千円

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･････････････････････････ 63千円

児童の育成支援
・児童福祉週間運動支援･････････････････ 29千円
・児童館の管理運営  (盛岡市指定管理者指定事業)  
･････････････････････････････････88,026千円
・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 ･･････････････････7,944千円
　  外山学童クラブ ･･････････････････6,637千円
・福祉教育の推進･･････････････････････198千円
・福祉教育学習会･･･････････････････････ 65千円

ボランティア活動の推進
・ボランティアの養成･･･････････････････478千円
・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･････････1,660千円

福祉団体の育成 ････････････････････5,149千円 
地区福祉懇談会の開催･････････････････ 53千円
日常生活自立支援事業（岩手県社会福祉協議会委
託事業）･･････････････････････････ 24,370千円

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）･･････････････････････････21,292千円
・助け合い資金の貸付相談････････････4,414千円

地域包括支援センター（盛岡市委託事業） 67,387千円

介護保険サービス
・指定居宅介護支援･････････････････41,991千円
・訪問介護・予防訪問介護・訪問型サービス
 （第１号訪問事業）･････････････････ 77,982千円 
・通所介護・予防通所介護事業・通所型サービス
 （第１号通所事業）･･････････････････88,754千円

障がい福祉サービス　　
・居宅介護（ホームヘルプ）･･･････････ 1,437千円 

地域生活支援　
・日常生活用具の貸与･･････････････････101千円
・高齢者世話付住宅援助員の派遣（盛岡市委託事業）  
･･････････････････････････････････1,758千円
・在宅寝たきり高齢者等紙おむつの支給 （盛岡市委託
 事業）････････････････････････････12,439千円
・いきいき高齢者通所支援（盛岡市委託事業）
･･････････････････････････････････1,457千円
・家族介護者のリフレッシュ（盛岡市委託事業）･528千円

外出支援
・おでかけ送迎サービス ･････････････ 3,450千円 
・「ぷらっとcab」の貸出し（車いす同乗福祉自動車貸出事業） 
･･･････････････････････････････････ 259千円 

福祉の人材育成
・ヘルパーサロン･･････････････････････ 10千円 

広報・啓発
・社会福祉大会の開催････････････････1,322千円
・会報「福祉もりおか」の発行 ･･････････6,915千円
・ホームページの公開 ･･･････････････････ 83千円

総合福祉センターの管理運営･･･････ 24,916千円

令和元年度　盛岡市社会福祉協議会の決算

困りごとのワンストップ相談窓口「まるごとよりそいネットワークもりおか」をご紹介します！

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・決算の概要令和元年度

　盛岡社協では、地域福祉を推進する団体として、第2期地域福祉活
動計画の基本理念である「人と人とがつながり共に支え合うまちづく
り」に向けて、各種事業や相談対応に取り組みました。
　地域福祉活動への支援においては、各地域で「ふれあい・いきいき
サロン」活動に取り組むとともに、市内11地区において福祉懇談会を
開催し、市民の皆様とともに今後の地域づくりについて話し合いまし
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
に努めるとともに、高校生や一般市民を対象としたボランティア講座
の開催や情報提供をおこないました。
　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、あらゆる相

談に対し分野横断的に支援をおこなう体制づくりに取り組みました。
　加えて、福祉課題を抱える世帯への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
所得者等への生活福祉資金の
相談や資金貸付をおこない、
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。

　盛岡社協の令和元年度事業・決算の概要についてお知らせします。この内容の詳細は、盛岡社協（若園町2-2）または、盛岡社協ホー
ムページ（http://www.morioka-shakyo.or.jp/）でご覧いただけます。

1世帯　200円(年額)

昨年の高校生ボランティアスクール

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
全体のコーディネート

子ども

～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～
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地域をさらに良くするために...地域をさらに良くするために...

昨年の地区福祉懇談会の様子

　車いすが必要な方の通院・行
楽・地域行事参加等への外出支
援として、車いすのまま乗り降
りできる福祉車両（通称：ぷら
っとCab）をお貸ししていま
す。

対　　象：市内にお住まいの、
車いすを使用しない
と移動が困難な方
（骨折など一時的な
歩行困難の方を含
む）、地区福祉推進会

料　　金：無料。ただし、ガソリンを満タンにして返却してください。ま
た、駐車料金などは利用者負担となります。

利用回数：１回の利用は２日以内、月３回までご利用できます。
運転する方：親族（個人申請の場合）、団体が指名した方（地区福祉推進会
　　　　　　申請の場合）

　車両と一緒に車いすをお貸しします。お気軽にお問い合わせください。

　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）、高等専門学校の
就学費用を無利子で貸付する制度です。
【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ヵ月以上であり、
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）
・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
　　お申し込みには、上記以外にも条件がありますので、詳しくはお問
い合わせください。

盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 651-1000詳しくは

盛岡市社会福祉協議会　在宅福祉課　TEL 651-1000詳しくは

盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 651-1000詳しくは

盛岡市社会福祉協議会　生活支援課　TEL 651-1001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！
　盛岡社協は、「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、地区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、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
岡社協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。詳しくは、盛岡社協へお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染症の状況により、予定が変更となる場合があります。

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 ････････････6,093千円
・シルバーメイト･････････････････････3,756千円
・ふれあいのまちづくり（玉山地域）･･･････454千円
・地域福祉コーディネート活動 ･･･････････100千円
・多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業
（盛岡市委託事業）･･････････････････18,708千円
・地域力強化推進モデル事業･････････10,875千円
・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（盛岡市委託事業）･･････････3,177千円
・生活支援体制整備事業（盛岡市委託事業） 5,718千円

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･････････････････････････ 63千円

児童の育成支援
・児童福祉週間運動支援･････････････････ 29千円
・児童館の管理運営  (盛岡市指定管理者指定事業)  
･････････････････････････････････88,026千円
・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 ･･････････････････7,944千円
　  外山学童クラブ ･･････････････････6,637千円
・福祉教育の推進･･････････････････････198千円
・福祉教育学習会･･･････････････････････ 65千円

ボランティア活動の推進
・ボランティアの養成･･･････････････････478千円
・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･････････1,660千円

福祉団体の育成 ････････････････････5,149千円 
地区福祉懇談会の開催･････････････････ 53千円
日常生活自立支援事業（岩手県社会福祉協議会委
託事業）･･････････････････････････ 24,370千円

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）･･････････････････････････21,292千円
・助け合い資金の貸付相談････････････4,414千円

地域包括支援センター（盛岡市委託事業） 67,387千円

介護保険サービス
・指定居宅介護支援･････････････････41,991千円
・訪問介護・予防訪問介護・訪問型サービス
 （第１号訪問事業）･････････････････ 77,982千円 
・通所介護・予防通所介護事業・通所型サービス
 （第１号通所事業）･･････････････････88,754千円

障がい福祉サービス　　
・居宅介護（ホームヘルプ）･･･････････ 1,437千円 

地域生活支援　
・日常生活用具の貸与･･････････････････101千円
・高齢者世話付住宅援助員の派遣（盛岡市委託事業）  
･･････････････････････････････････1,758千円
・在宅寝たきり高齢者等紙おむつの支給 （盛岡市委託
 事業）････････････････････････････12,439千円
・いきいき高齢者通所支援（盛岡市委託事業）
･･････････････････････････････････1,457千円
・家族介護者のリフレッシュ（盛岡市委託事業）･528千円

外出支援
・おでかけ送迎サービス ･････････････ 3,450千円 
・「ぷらっとcab」の貸出し（車いす同乗福祉自動車貸出事業） 
･･･････････････････････････････････ 259千円 

福祉の人材育成
・ヘルパーサロン･･････････････････････ 10千円 

広報・啓発
・社会福祉大会の開催････････････････1,322千円
・会報「福祉もりおか」の発行 ･･････････6,915千円
・ホームページの公開 ･･･････････････････ 83千円

総合福祉センターの管理運営･･･････ 24,916千円

地区名
加賀野
西厨川
巻堀姫神
本　宮
青　山
北厨川
乙　部
仁　王
渋　民
津志田
松　園

日　程     
 9 月26日（土）
10月 8 日（木）
10月14日（水）
10月19日（月）
10月26日（月）
11月 5 日（木）
11月11日（水）
11月14日（土）
11月16日（月）
11月18日（水）
2 月 5 日（金）

時　間
午後2時～午後4時

午後1時30分～午後3時30分
午後6時30分～午後8時30分
午後1時30分～午後3時30分
午後6時30分～午後8時30分
午後6時30分～午後8時30分
午後6時30分～午後8時30分
午後6時30分～午後8時30分
午後6時30分～午後8時30分
午後6時30分～午後8時30分
午後6時30分～午後8時30分

　　　  場　　　所
加賀野老人福祉センター
西厨川老人福祉センター
巻堀地区コミュニティセンター
本宮地区活動センター
青山地区活動センター
北厨川老人福祉センター
乙部老人福祉センター
仁王児童老人福祉センター
玉山総合福祉センター
見前地区公民館
松園地区活動センター

福祉車両(ぷらっとcab)を貸し出しています福祉車両(ぷらっとcab)を貸し出しています 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

みんなの
マスクプロジェクト進行中!!
みんなの
マスクプロジェクト進行中!!

地域福祉活動への助成をおこないます！地域福祉活動への助成をおこないます！

　盛岡社協では、「広がれ！マスクの輪！みんなのマスクプロジェクト」とし
て、地域の高齢者サロン活動で活用するマスクづくり講習会をおこなって
います。目標枚数を約1,200枚として、企業や地域住民の皆様からお預か
りした生地・ゴム等の材料を活用し製作し
ています。これまでに市内9カ所で講習会
を開催し、約200名の市民ボランティアに
ご協力いただきました。今後、マスクを必
要とするサロン参加者や世話人へお届け
する予定です。

　盛岡市共同募金委員会では、生活課題を解決する活動や地域福祉の
推進を図る活動をおこなう団体を応援するため、令和３年度事業への
一般公募助成を実施します。
　募集期間：令和2年9月1日～10月31日（必着）
　助成金額：事業費の90%（上限100,000円）※総額 500,000円

問い合わせ：盛岡市共同募金委員会　TEL 651-1000
詳しくは、盛岡市社会福祉協議会ホームページ
(http://www.morioka-shakyo.or.jp/)をご覧ください。

【みんなの福祉を応援事業】

〈令和2年度助成実績〉
　　　団体名
新庄町内会
油町町内会
武道自治会
応援戦隊シエンジャー

助成額　
100,000円
48,000円
73,000円
100,000円

総額 321,000円

　　　　　　　　　事業名
新庄町内会椅子・机整備事業
油町・見守りマップ及び防災支援マップの更新事業
武道自治会ニュースポーツ用具整備事業
命を守るリハーサル事業



　「福祉もりおか」をご覧いただいている皆さま、また残暑の厳しい中で配布にご協力いただいている皆さま、大変ありがとうございます。
　さて、今号より、本文中の本会名称を「盛岡社協」と略称で表記しています。皆さまの身近な社協として福祉の推進に取り組んでまいりますので、引き続きご支援とご協力
をよろしくお願いします。(み)

●一般寄付
法人のために
　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000,000円
　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
生活困窮者支援のために
　第一三共株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円

盛岡社協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２年４月１日～令和２年8月4日受付分

（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
掲示板
（12月まで） 福祉茶会の入場割引券を配付します

マスク寄付の御礼

募　集　案　内
家族介護者リフレッシュ講演会　参加者募集

　盛岡社協へマスクをご寄付いただきまして誠に
ありがとうございました。
　おかげさまで、1,000枚を超える布マスクと
2,500枚以上の不織布マスクをお預かりいたしま
した。この度のご寄付につきましては、医療従事者の方や生活に困難
を感じている方などにお届けいたします。今後も本会事業の推進につ
きましてご支援ご協力をお願いいたします。
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　生活支援課　TEL 651-1000

　盛岡社協玉山支所では、弁護士による無料法律相談をおこないます。
日　　時：11月26日(木)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カ月前から予約
　　　　　を開始します）
相談時間：1名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

弁護士による無料法律相談

日　　時：10月21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）、
　　　　　離婚を考えている方
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

ひとり親家庭等特別（法律）相談

日　　時：12月5日（土）　午前10時～午後4時
場　　所：ふれあいランド岩手(三本柳8-1-3)
内　　容：日常の困りごとについてどんな相談でも受け付けます。
対　　象：盛岡市内にお住まいの方、お勤めの方など
相 談 料：無料
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　生活支援課　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。

困りごとまるごと無料相談会

《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：毎月第３金曜日　10月16日、11月20日、12月18日
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》
  ※新型コロナウイルス感染症予防のため3月まで休止します。　
　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

　下記の日程で開催される福祉茶会の入場
割引券を盛岡市内にお住いの70歳以上の方
に配付します。
　この券で、通常1,000円のところを600
円で入場できます。
　盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）に
お申し込みください。
主　　催：盛岡市社会福祉協議会、盛岡茶道協会
日　　時：11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）

老人作品展　開催案内
日　　時：10月27日（火）～29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3日間の日程で展示します。
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）

歳末たすけあい演芸会中止のお知らせ
　令和2年度盛岡市歳末たすけあい演芸会は、今般の新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため中止となりました。
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　在宅福祉課　TEL 651-1000

日　　時：10月21日（水）午後1時30分～
場　　所：盛岡市総合福祉センター4F講堂（若園町2-2）
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、外出が困難な重度の障がいのある家族を
自宅で介護している方。

参 加 費：無料
募集人員：50名（必ず申し込みが必要です）
演　　題：調整中（介護に関する演題で実施します）
講　　師：調整中（決定次第、ホームページでお知らせします）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会　在宅福祉課（若園町2-2）
　　　　　TEL 651-1000 受付開始は、9月16日（水）午前10時からです。

親と子のクリスマス会
日　　時：12月12日（土）
　　　　　正午～午後2時30分（受付11時30分～）
場　　所：盛岡市総合福祉センター(若園町2-2)
内　　容：ゲームや学生ボランティアによる
　　　　　催し物など様々なプログラムが予定されています。
対　　象：高校生までの子どものいるひとり親世帯
参 加 費：無料
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　生活支援課　TEL 651-1000
※行事は、新型コロナウイルスの感染防止のため、予告なく変更・中止
する場合があります。参加ご希望の方は主催者等にご確認ください。
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