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新型コロナ禍での盛岡社協の活動を振り返る

　全国的なマスク不足の中、盛岡社協はマスクを通じた地域福祉活動に取り組みました。
　市民の方から寄せられた布製マスクに、障がい者や高齢者の生きがい活動の中で染色や装飾など
を施し、市内の医療機関や児童センター、高齢者施設等へ約2，000枚を寄贈しました。
　また、高齢者サロン活動の再開支援のため、盛岡社協の生活支援コーディネーターが中心となって
ボランティアを募り「マスクづくり講習会」を開催し、サロン世話人へ完成したマスクを配布する活動を
おこないました。（2面に関連記事掲載）

　新型コロナの拡大に伴い、盛岡社協でも消毒の徹底やこ
まめな換気、検温など感染対策をしながら児童館や介護事
業所の運営に取り組みました。また、盛岡市社会福祉大会で
は例年実施している記念講演や福祉作文・標語の朗読発表
はおこなわず式典のみとしました。
　暮らしの困りごとや生活福祉資金の貸付に関する相談も
多く寄せられ、令和2年12月末日現在で特例扱いの緊急小
口資金は1,207件、総合支援資金は369件でした。

　盛岡市ボランティア連絡協議会
はボランティアまつり「ふれあい広
場」に代え、クロステラス盛岡でボ
ランティアポスターセッションを開
催し、市民にボランティア活動の
様子をPRしました。

　盛岡市母子寡婦福祉協会と
の共催による「親と子のクリス
マス会」は、時間短縮とソー
シャルディスタンスを確保し
ながらの開催でしたが、ボラ
ンティアの演奏とクリスマス
プレゼントの贈呈に、参加した
親子は楽しい時間を過ごしま
した。
　ボランティア入門講座で
は、限られた人数の中でも幅
広い世代の参加があり、「コロ
ナ禍のボランティア活動」を
テーマに学びました。

※新型コロナの影響による休業等で、生活資金にお困りの方を対象とした特例貸付は、令和3年3月末で申
請受付を終了します。なお、通常の貸付については4月以降も実施しますので盛岡社協へご相談ください。

　令和2年は新型コロナウイルス感染症（以下、新型コロナ）の影響から、社協活動にも大きな影響がありました。今号では、新型コロナ禍の中で取り組んだ
「人と人とがつながり　共に支え合うまちづくり」を振り返ります。
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※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 
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(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。 

 

感染予防と増加する相談への対応感染予防と増加する相談への対応

感染対策に配慮した福祉活動感染対策に配慮した福祉活動
縮小開催した盛岡市社会福祉大会

寄付つき商品：赤い羽根のケーキ

親と子のクリスマス会

ボランティア入門講座

児童館を消毒する様子

ボランティアポスターセッション

マスクづくり講習会の様子

　盛岡市共同募金委員会は、企業の協
力による寄付つき商品の開発に取り組
んだほか、募金ボランティアの協力で撮
影した広報動画をYouTubeや市内各
地で配信するなど、情報発信をおこない
ました。
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ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。

　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いました。市民ボランティアや介
護事業所、民間企業・団体にご協力いただき作成した布製マスクは、目標枚数を超える
1,693枚となり、生活支援コーディネーターを通じて、高齢者サロンに配布しました。
　また、令和2年11月25日には盛岡劇場でクロージングフォーラムを開催し、プロジェ
クトに参加した市民の皆さんによるトークセッションやオンライン講演をおこない、地域
のさまざまな人や団体がつながることの重要性を再確認しました。

　ボランティア活動保険は、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活
動中の事故などによる傷害や賠償責任などを補償する保険です。ボランティア活動を
する方は、ぜひご加入ください。
　盛岡社協の窓口で受け付けています。
　対象とならない活動がありますので、加入の前に必ず最新のパンフレットでご確認
ください。パンフレットは盛岡社協の窓口またはホームページでご覧いただけます。

令和2年度
地区福祉懇談会
開催報告

令和2年度
地区福祉懇談会
開催報告

　盛岡社協では、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8地区で開催しましたが、新
型コロナの影響により各地区とも人数制限をはじめとした感染対策に取り組んだ上での実施と
なりました。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、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。

加賀野地区　９月26日開催
●テーマ
新しい生活様式の中での地域活動について

●アイディア
リモートに関する講習会／公衆衛生学の学習会／
マスク自慢大会／広報誌の作成　等

令和3年度開催予定地区
仁王、津志田、渋民、東厨川、大慈寺、好摩、簗川、

中野、上田、山岸、永井、土淵、仙北

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2年10月3日～令和3年2月16日受付分】（敬称略・順不同）

西厨川地区　10月8日開催
●テーマ
ウィズコロナの中での地域活動

●アイディア
コロナの情報収集／地域の公園を利用した活動／
班単位での活動を強化する　等

巻堀姫神地区　10月14日開催
●テーマ
買い物の支え合いについて

●アイディア
SNSやオンラインに関する勉強会／自治会で買い
物ニーズに関する話し合い／移動販売の活用　等

本宮地区　10月19日開催
●テーマ
新しい生活様式の中での地域活動について①地域活動
②見守り

●アイディア
地域でコロナ対策の指針を作る／見守りの情報を集める／
コロナ対策グッズを地域で整備　等

青山地区　10月26日開催
●テーマ
除雪について町内会で取り組むためのアイディアを
考えよう

●アイディア
ボランティアに除雪ポイントを導入／地域に除雪窓
口を設立／季節委員を委嘱／除雪に関するアンケート　等

乙部地区　11月11日開催
●テーマ
誰もが楽しめる居場所づくりについて ①子ども
②高齢者 ③世代間交流

●アイディア
里山体験／インターネットゲーム大会／常設の子育て
サロン／ほたるの見学会／休耕田を活用した遊び　等

松園地区　2月5日開催
●テーマ
新しい生活様式の中での地域福祉活動
●アイディア
子どもや高齢者を巻き込んだ地域の畑作り／
ポスターづくりコンクール／オンライン講習会／
地区協を中心に町内会・自治会の情報交換を活発にする　等

北厨川地区　11月5日開催
●テーマ
北厨川の自治会活動を伸ばすために

●アイディア
屋外活動の強化（バードウォッチングや登山ツアー等）／
推進会と協力し人材発掘／行事の名前を工夫し、参加
しやすいものに　等

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により
開催延期となった仁王地区、津志田地区、渋
民地区については、令和３年度の開催に向け
準備を進めています。

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　地域福祉課　TEL 651-1000詳しくは

「みんなのマスクプロジェクト」
目標超える1,693枚 
「みんなのマスクプロジェクト」
目標超える1,693枚 

―ボランティアの安心のために――ボランティアの安心のために―

○基本プラン　350円
　※盛岡市内在住の方は、150円の補助が
　あります。（補助は上限に達し次第終了。）

○天災・地震補償プラン　500円
　※天災・地震補償プランでは、活動中の地震・噴火・
　　津波に起因する死傷も補償に含まれます。

保 

険 

料

㈱ヒノヤタクシー
成和自動車鈑金塗装工業㈲
名鉄観光サービス㈱盛岡支店
㈲クリーンモーター岩手
(医)渡辺病院渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科
岩手トヨタ自動車㈱
㈱赤澤紙業

㈱みちのく流通システム
いすゞ 自動車東北㈱盛岡支店
㈱北星
㈱佐藤興産
中亀建設㈱
小田中歯科医院
協積産業㈱

社協特別賛助会員　ありがとうございます社協特別賛助会員　ありがとうございます
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地区福祉推進会事業紹介地区福祉推進会事業紹介

Book and Bookenergy in MoriokaBook and Bookenergy in MoriokaBook and Bookenergy in MoriokaBook and Bookenergy in Morioka

　地区福祉推進会は、地域の特性に応じた福祉活動の活発化を図ることを目的に市内32地区に設立された組織です。事務局は主に老人福祉センターなどに置か
れ、社会福祉事業の充実や発展のためさまざまな活動をおこなっています。今年度は、コロナ禍により例年通りの活動が困難な状況ではありましたが、感染予防を図りな
がら、開催された活動を紹介します。

盛岡市社会福祉協議会　生活支援課　TEL 651-1000詳しくは

盛岡市共同募金委員会　TEL 651-1000詳しくは

【東厨川地区福祉推進会】 防災訓練

真如苑様よりご寄付をいただきました

【簗川地区福祉推進協議会】 ふれあい給食会
防災訓練の様子（東厨川）

ふれあい給食会の様子（簗川）

　簗川地区福祉推進協議会では、毎年２回、65歳以上のひとり暮らし高齢者などを対象とし
た、ふれあい給食会を開催しています。ふれあい給食会は、高齢者の安否確認や参加者同士
の交流を通じた心と体の健康づくりの役割を果たしている活動です。
　今年度は、３密を避けるために老人福祉センター内の体育館スペースを活用し、ソーシャ
ルディスタンスをとり、常時換気をしながら開催しました。昼食もお弁当とし、持ち帰るなど
の工夫をしています。
　当日は、五月園地域包括支援センターの職員による介護予防講話や自宅でも簡単にでき
る体操などの紹介がありました。

　ブック・アンド・ブックエナジー・イン・モリオカ（BBM）は、まるごとよりそいネットワークもりおか※の取り組みのひとつで
「本のまち盛岡」の特徴を生かした活動です。ご家庭で読み終えた本を寄付いただき、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。
 この事業では、障がいの有無に関わらず、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
しています。一連の作業をNPO法人いわてパノラマ福祉館がおこなうほか、本の選別作業の一部については、盛岡市総合福
祉センターを会場として毎月2回おこなっています。また、社会福祉法人カナンの園の協力により、となんカナンをサテライ
ト会場として毎月1回おこなっています。見学も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
　※まるごとよりそいネットワークもりおか…さまざまな分野の専門家と連携し、ワンストップ窓口として福祉相談に応じる取り組み。

　盛岡市共同募金委員会では、売り上げの一部が赤い羽根共同募金へ寄付
される「寄付つき飲料自動販売機」設置のご協力をお願いしています。詳しく
は、下記までお問い合わせください。※場所によっては、設置できない場合があります。

（令和3年１月末現在、順不同、敬称略）
ジャパンケアサービスハッピー盛岡、喫茶さわらび、盛岡看護医療大学校、ホテ
ル紫苑、㈱テレビ岩手、ユニバースみたけ店、サンパーク笑う門、城北電機㈱、
いきいき牧場、白石自動車工業㈱、共立医科器械㈱、盛岡地域交流センターマ
リオス、あいおい損保盛岡ビル（2F・5F）、㈱ヒノヤタクシー、㈲東日本福祉機器

商会盛岡営業所、ホテル大観、㈱高光建設、㈲パールドライ（本社、コインランドリー等）、㈱ワイズ
マン、河北印刷㈱、川口印刷工業㈱、盛岡グランドホテル、盛岡市総合福祉センター

　12月９日、真如苑様から
盛岡社協に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、盛岡社
協の事業に活用されてい
ます。
　当会の川村会長は「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。

BBM活動日
・盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）･････毎月第１・第3水曜日　午前10時～午後３時
・となんカナン（津志田西二丁目16-91）････毎月第2水曜日　午後1時～午後３時

　東厨川地区福祉推進会では、毎年１０月に大規模な防災訓練を実施しています。第一部は「防
災訓練」、第二部は焼きサンマとおにぎりが振舞われる「さんま祭り」で、毎年多くの地域住民が
参加し、世代間交流の役割も果たしています。
　今年は新型コロナウイルス感染防止のため、参加者の制限や各種防災訓練を中止するなど
規模を縮小して開催しました。防災に対する備えを怠ることがないよう、災害時における情報収
集や伝達手段など自主防災隊員による防災講座をおこないました。

令和 2 年 度 B B M 活 動 実 績
開催回数
参加人数

実　　績

13回※となんカナンサテライト2回含む
延べ50名
・ご寄付いただいた本の数…146,900冊
・販売数…7,350冊
・リサイクル数…26,221㎏
　　　　　  ※令和2年1月～12月末日現在

静かに本をわけたりタイトルを書
いたりする作業が落ち着きます。
自分の作業が少しでも役立てば

いいなと思います。

知らない本に出会いながら楽しく
作業が出来るので毎回参加する
たびに貴重な経験ができてとても
ありがたく感じています。

普段本屋では手にとることが
ないような本や古い本など
様々な本を見ることができ
楽しんでできます。

皆さん気さくなのですごくやりや
すかったです。ありがとう。

～BBM活動参加者の  声  を紹介します～

寄付つき飲料自動販売機について寄付つき飲料自動販売機について

ブック アンド ブックエナジー イン モリオカ

（略称BBM）

赤い羽根自動販売機設置場所・企業 



　新型コロナウイルスが全国的に広がり始めてから1年が経過しました。1面
にコロナ禍の中での社協活動の記事を掲載していますが、多くの企業・団体
等がコロナ禍に対応する新たな活動に切り替わった１年となったのではない
でしょうか。引き続きコロナ禍に対応した活動を続けていくことになりますが、
少しでも早く新型コロナウイルスが終息することを願うばかりです。（よ）

●一般寄付
法人のために
　八重樫　泰信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　真如苑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
　青葉幼稚園父母の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000円
　江戸千家岩手不白会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50,000円
　都南公民館利用団体協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　盛岡市グラウンドゴルフ協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
玉山支所事業のために
　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
総合福祉センター補修準備積立金として
　盛岡市退職女性教職員の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　NPO法人 うれし野こども図書室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円
　盛岡市保育所協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・325,200円
●物品寄付
法人のために
　株式会社　東流社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク(50枚入)1,500個
　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・ウエットティッシュ(60枚入)1,200個
　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・ウエットティッシュ(20枚入)6,000個
チャイルドシート貸出事業のために
　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイルドシート1台

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11月20日～令和３年２月16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

おでかけ送迎サービス運転ボランティア募集

ホームヘルパー募集

　盛岡社協をはじめ社会福祉法人へ寄付された方は、所得税制上の控
除が受けられます。
所得控除（①、②のうち低い方）　※所得金額から控除
　①その年の寄付の合計額－2,000円
　②その年の所得合計額×40％－2,000円
 なお、控除を受けるには、確定申告による手続きが必要です。手続き
の際は当会が発行する領収証が必要なため、保管をお願いします。
　詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。

《心配ごと相談》（予約不要）盛岡市総合福祉センター
相 談 日：月～金曜日（国民の祝日、国民の休日、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）
内　　容：専門の相談員が日常的な生活の悩みなど様々な相談に応じます。
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000
《心配ごと相談》（要予約）盛岡市役所都南総合支所
　※新型コロナウイルス感染症予防のため、予約制となりました。
相 談 日：毎月第3金曜日（予定）
　　　　　3月19日、4月16日、5月21日、6月18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）
内　　容：司法書士が人権や相続等に関わる相談に応じます。
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
相 談 日：毎月第２水曜日（予定）
　　　　　4月14日、5月12日、6月9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）
内　　容：人権擁護委員が人権、生活に関する相談に応じます。
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

ひきこもり当事者会「晴天なり。」

　盛岡社協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
ティアを募集しています。
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

　盛岡社協では、ホームヘルパーを募集しています。
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
※未経験の方の相談に応じます。

雇用形態：非常勤
　　　　  （時給：平日1,200円～、日・祝日1,500円～、その他手当あり）
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、利用者宅での活動とな
ります。なお、勤務時間等については相談に応じます。

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

　定員25名のデイサービスセンターに勤務する看護職員を募集して
います。
業務内容：デイサービス介護業務全般
　　　　　・健康チェック（血圧測定・問診）
　　　　　・入浴、排せつ、配膳、移動等の介助
　　　　　・運動、レクリエーション等の介助　など
必要資格：正看護師、准看護師のいずれか
雇用形態：非常勤（パート）月～土曜日　週3日程度　4～8時間
賃 金 等：時給1,200円　その他手当あり
勤 務 地：盛岡駅西口老人デイサービスセンター（盛岡駅西通1丁目2-2）
問い合わせ：盛岡駅西口老人デイサービスセンター　TEL 653-3011
　　　　　

シニアビリヤード教室

看護職員募集

　盛岡社協では、学校や企業がおこなう福祉講話やキャップハンディ
体験講座に講師を派遣しています。
講座内容：①福祉講話：ボランティア活動やユニバーサルデザイン

等、福祉に関する講話
②キャップハンディ体験：アイマスク・白杖体験、高齢
者疑似体験、車いす体験等

そ の 他：内容や時間についてはご相談ください。
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 651-1000

福祉講話やキャップハンディ体験の講師を派遣します

　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：令和３年４月６日(火)から毎週火曜日
　　　　　午後2時～午後4時（定員4名）
　　　　　令和３年４月７日(水)から毎週水曜日
　　　　　午後4時～午後6時（定員4名）
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ヵ月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：令和３年３月31日(水)

個人寄付金の税制控除制度が使えます

　盛岡社協では、「福祉もりおか」への広告掲載企業を募集しています。
・年４回発行（6月、9月、12月、3月）
・盛岡市内全戸配布（一部回覧）
・発行数1回約120,000部
・広告料（1回）50,000円（縦64mm×横243ｍｍ）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 651-1000

福祉もりおか広告募集

　参加者が安心して過ごせる、ひきこもり当事者・経験者のための居場
所を開催しています。
日　時：毎月第2土曜日・第4日曜日 午後2時～午後5時
会　場：盛岡市総合福祉センター
参加費：無料
詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://seitennari.com/

買いすぎた食品はありませんか？
～フードドライブ※へのご協力をお願いします～

　フードバンク岩手では、買いすぎてしまったものや
印字ミスなどで販売できない食料品の寄付を募ってい
ます。ご寄付いただいた食品は、生活困窮者支援や福
祉施設、子ども食堂、子どもの学習支援をおこなって
いる団体等を通じ、支援に活用されます。
※フードバンクに食料品を寄付する運動を「フードド
ライブ（食料品回収運動）」と呼びます。

ご提供いただきたい食料品
・賞味期限まで1ヵ月以上あるもので常温保存可能なもの
・未開封のもの、賞味期限の記載のあるもの
※自家製品（漬物、味噌など）、アルコール類は受け付けていません。

　回収場所や詳しい内容については、フードバンク岩手のホームページ
をご覧ください。
https://foodbankiwate.org/

掲示板

募集
案内

QRコードからも
ご覧いただけます。
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