
会長就任のごあいさつ

　市民の皆様におかれましては平素より当協議会の事業推進にご理解ご協力を賜り厚

く御礼申し上げます。

　この度の社会福祉協議会役員の改選に伴い、理事・評議員の皆様方のご推挙とご賛

同を賜りまして、会長という要職を拝命いたしました。

　さて、今日の急速な少子高齢社会の進行や家族機能の変化等により社会福祉を取り

巻く環境も大きく変化しており、福祉への需要も拡大・多様化しております。現在の

社会は物が豊かで便利な社会となりましたが、このような情勢の中で地域社会を構成

する基礎となる人間関係は希薄になり、心の通いあえない寂しさを感じるような社会

へと変容しているように思われます。

　家族の絆や地域の連帯を強め、安心して子どもを生み育てることができ、幸せに長

寿社会を生きることができるよう、微力ではございますが、地域福祉活動推進に努め

てまいる所存でございます。

　市民の皆様におかれましては、なにとぞ東島前会長同様の温かいご協力と、なお一

層のご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ就任のごあいさつといたします。

平成２０年３月１日

社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

会　長　　桑　島　　博

役　職　氏　　　名　　　　　備　　　　考
会　長　桑島　　博　学識経験者
副会長　三浦　哲夫　盛岡市民生児童委員連絡協議会
副会長　齋藤多太雄　学識経験者
副会長　晴山　貞美　盛岡市町内会連合会
理　事　氏家満喜子　盛岡市地域女性団体協議会
理　事　西郷　賢治　盛岡市身体障害者協議会
理　事　齊藤　文三　盛岡市老人クラブ連合会
理　事　瀧野　常實　福祉行政 （盛岡市保健福祉部）
理　事　寺口市右衛門　玉山区自治会連絡協議会
理　事　奈良　洋二　福祉施設（特別養護老人ホーム）
理　事　前川健一郎　学識経験者
理　事　三田地宣子　学識経験者
理　事　村上　清雄　盛岡市地区福祉推進会会長連絡会
理　事　吉田　久孝　学識経験者
常務理事　川村　憲司　学識経験者
監　事　工藤　重信　税理士
監　事　高橋　良三　学識経験者
監　事　大里　二三　盛岡市町内会連合会

新 理事・監事

上記の相談所は盛岡市総合福祉センター内（盛岡市若園町2番2号）に設置されています。電話での相談やお問い合わせは、盛岡市社会福祉協議会［TEL （651 ）1000 ］まで。 

　働く能力と希望のある高齢の方に職業を紹介いたします。
　また、市民のニーズにこたえて、病院の付添い、家事の手伝い、家の
まわりの草取り、庭木の手入れ等、人材（高齢の方）を派遣します。

○ 登録できる方　おおむね65歳以上の方 
○ 受付相談日　月～金曜日　8時30分～17時 
　　　　　　　　　 （国民の休日、年末年始を除きます）

※相談は無料ですが、派遣は有料となります（仕事の内容により異なります）

　よき配偶者を望んでいる方々のために、結婚相談所を開設しています。
○ 相談の内容○

・希望される条件を満たした方、または希望される
　条件に近い方をご紹介いたします。
・結婚についてのご相談をお受けします。 

○ 相　談　日○
月～金曜日　10時～16時

（国民の休日、年末年始を除きます）

　市民の皆さんがかかえる日常的な生活の悩み、財産、
家族問題など様々な相談をお聞きし、解決へのアドバ
イスを行います。
○ 相 談 日　月～金曜日　10時～16時
                   （国民の休日、年末年始を除きます）

　平成20年2月22（金）に開催された第3回評議員会において、新理事17名・新監事3名が選任されました。また、3月1日（土）に開催された第4回理事会において、会長並
びに副会長の互選が行われ、新役員が決定しました。なお、新役員の任期は、平成20年3月1日から平成22年2月28日までの2年間となっています。



 

繋 
つなぎ町内会 30,000
城南 
中ノ橋通一丁目町内会連合会 40,100
中ノ橋通二丁目町内会 34,800
紺屋町町内会 42,500
神明町町内会 30,000
志家町内会 30,000
若園町町内会 49,250
住吉町自治会 29,700
上ノ橋町町内会 32,400
天神町町内会 50,450
山王町内会 35,000
小杉山町内会 27,260
東新庄一丁目町内会 43,400
東新庄二丁目町内会 30,000
新庄町内会 45,000
松尾町町内会 31,800
八幡第一町内会 18,000
八幡町第二町内会 30,200
八幡第三町内会 11,500
加賀野 
加賀野一丁目町内会 127,700
加賀野二丁目会 26,100
文化小路自治会 24,000
大日町内会 58,580
加賀野四丁目町内会 54,900
東桜山町内会 24,000
つつじが丘自治会 132,642
杜陵 
肴町町内会 10,000
呉服町親栄会 12,000
馬場町町内会 30,000
下の橋町町内会 20,000
清水町第一町内会 20,000
清水町親和会 35,000

東厨川 
夕顔瀬第一町内会 25,000
夕顔瀬町第二町内会 50,000
北夕顔瀬第一町内会 28,592
北夕顔瀬町第二町内会 20,000
前九年親交会 71,700
安倍館自治会 56,550
上堂自治会 218,000
西厨川 
新田町町内会 78,000
城西町町内会 67,500
境田町町内会 50,000
天昌寺町内会 20,000
北天昌寺町内会 68,000
大新町内会 50,000
大館町内会 30,000
稲荷町町内会 30,000
中屋敷町町内会 135,714
前潟自治会 30,000
上厨川自治会 22,140
平賀振興会 13,680
谷地上自治会 5,700
土渕自治会 15,000
長橋町自治会 30,000
太田 
下太田自治会 36,000
下川原町内会 25,000
下太田新田町内会 20,000
中太田新田町内会 18,060
中太田自治会 27,900
東太田自治会 41,700
西太田第一自治会 23,040
西太田第二自治会 33,200
上鹿妻自治会 15,000
猪去自治会 14,000

青山四丁目自治会 100,000
西青山一丁目自治会 70,000
西青山二丁目町内会 111,750
西青山三丁目町内会 154,420
月が丘一丁目町内会 80,000
月が丘二丁目町内会 70,000
月が丘三丁目町内会 170,686
南青山町町内会 50,000
中堤町自治会 130,500
みたけ 
みたけ三丁目町内会 90,000
みたけ北町内会 50,000
みたけ東町内会 37,500
みたけ中央町内会 70,000
みたけ南区町内会 84,900
みたけ六丁目町内会 35,000
厨川一丁目第一自治会 15,750
厨川一丁目第二自治会 13,140
厨川二丁目第一自治会 35,000
厨川二丁目第三町内会 20,000
赤平南自治会 5,040
厨川合同宿舎自治会 9,162
赤平宿舎自治会 6,000
東北農業研究ｾﾝﾀｰ宿舎自治会 12,240
厨川三丁目第一自治会 13,140
北厨川町自治会 6,840
栄町自治会 5,600
鍋屋敷自治会 900
雇用促進厨川宿舎自治会 21,600
県営厨川北アパート自治会 23,760
JR厨川団地自治会 49,210
厨川五丁目公営住宅町内会 24,000
西厨川自治会 37,500
緑町自治会 42,200
岩手牧場自治会 5,400

高松団地自治会 16,650
上田堤町内会 63,767
緑が丘 
緑が丘一丁目町内会 25,200
緑が丘四丁目町内会 73,800
緑が丘一丁目北区町内会 8,000
東緑が丘団地町内会 19,420
宇登坂自治会 6,000
緑が丘町内会 12,000
上田グリーンハイツ町内会 20,000
緑が丘二丁目町内会 26,800
黒石野平地区町内会 150,000
黒石野町内会 100,000
黒石野パークタウン町内会 39,600
箱清水町内会 90,500
岩脇町町内会 30,000
高松四丁目町内会 64,050
松園 
松園一丁目町内会 40,000
松園二丁目町内会 77,090
松園三丁目町内会 35,000
東松園一丁目町内会 105,062
東松園二･三丁目町内会 77,890
東松園四丁目町内会 60,000
西松園町内会 101,930
松園中央町内会 92,530
小鳥沢町内会 7,600
小鳥沢一・二丁目町内会 130,015
四十四田自治会 10,620
東黒石野ニュータウン自治会 10,650
東黒石野町内会 33,000
北松園町内会 223,925
青山 
青山一丁目親和会 55,500
青山二丁目自治会 70,730
青山三丁目自治会 120,000

盛岡駅前第二町内会 7,000
盛岡駅前新町町内会 27,000
盛岡駅前北通第一町内会 60,000
大沢川原一丁目町内会 21,184
中川町町内会 100,000
山岸 
愛宕町第一町内会 64,700
下小路町会 37,800
山岸町内会 63,000
御弓町町内会 43,480
外山岸二丁目町内会 26,700
山岸三丁目町内会 61,500
山岸四丁目町内会 60,200
山岸五丁目町内会 77,900
名乗町内会 10,000
洞清水町内会 50,000
紅葉ヶ丘町内会 62,750
浅岸自治会 70,000
下米内町内会 78,490
大葛自治会 9,720
米内 
庄ヶ畑町内会 57,000
桜台自治会 139,800
松ノ木平町内会 5,400
上米内親交会 16,200
上田 
上田第二町内会 30,000
上田三小路町内会 20,000
上田第一町内会 64,250
富士見町町内会 70,000
上田四丁目町内会 25,000
上田茶屋自治会 53,100
高松第一町内会 72,000
高松二丁目町内会 61,800
高松三丁目町内会 33,000
館向町町内会 81,200

町内会寄付 
仁王 
内丸第一町内会 15,000
内丸第２町内会 15,000
日の丸町内会 70,000
仁王新町町内会 30,000
本町第一町内会 50,000
本町第二町内会 13,000
油町町内会 30,000
大工町町内会 37,940
八日町町内会 20,000
四ツ家町内会 25,000
花屋町町内会 30,000
三戸町町内会 50,000
名須川町内会 50,000
三ツ割自治会 143,800
三ツ割鉢ノ皮振興会 24,600
北山自治会 60,000
桜城 
大通一丁目町内会 15,000
大通三丁目第一町内会 15,300
大通三丁目第二町内会 30,000
菜園二丁目町内会 15,000
開運橋通町内会 40,000
開運橋通第二町内会 20,000
大沢川原町会 30,000
御厩橋親交会 17,500
中央通自治会 15,000
仁王三小路会 40,000
長田町第二町内会 15,000
材木町町内会 20,000
茅町自治会 10,000
材木町むつみ町内会 16,000
梨木町第一町内会 18,000
梨木町町内会 23,760
西下台町町内会 69,375

平成19年度　盛岡市歳末たすけあい運動 盛岡市歳末たすけあい運動にご協力いただいた皆さまは次のとおりです。ありがとうございました。
（敬称略　順不同　単位:円）

　Fさん（当時79歳)の例です。

　奥さんを亡くし、子供２人は県外在住で数十年

来連絡をとらず、疎遠になっていました。若い頃

から近所付き合いも少なく、孤独な一人暮らし。

病弱であったため、地区の民生委員さんが緊急通

報装置の設置手続きをしたり安否確認を兼ねなが

らゴミ出しなどをしてくださっていました。家の

中で転倒し、緊急通報で民生委員さんが駆けつけ

たことも幾度となくありました。収入は年金と生

活保護のみ。通院、買い物はほとんどタクシー利

用で、経済的な不安もあり、Fさんから市役所やケ

アマネージャーへの相談電話が止むことはありま

せんでした。

　Fさん支援のため、民生委員さん、自治会長さ

ん、近隣者、ケアマネージャー、ホームヘルパ

ー、行政、社会福祉協議会など関係者が集まり支

援策を検討しました。その結果、身の回りの生活

支援をはじめ、日常生活自立支援事業（権利擁護

事業）を利用した金銭管理などの支援も行うこと

になりました。その後、身元引受人も決まり、施

設に短期入所。Fさんは一人暮らしの不安から解放

されました。

　その後のFさんは顔色もよくなり、元気そうな様

子で関係者も安堵していましたが、持病のため病

院へ移って間もなく帰らぬ人となりました。親

戚、地元自治会の協力で葬儀を済ませ、Fさんを送

ることができまし

た。

　この事例は福祉

ネットワークの大

切さを痛感させる

出来事でした。

様々なケースにお

かれている高齢者

等に対応するた

め、社会福祉協議

会はこれからも地

域福祉のネットワークづくりを推進していきます。

（実際にあった事例を要約して掲載しました）

○ボランティア活動保険

ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや

賠償責任を補償します。

【補償内容・年間保険料（掛金）】

加入できる人

　個人またはグループでボランティア活動をする方。ボ

ランティア監督義務者・ＮＰＯ法人（賠償事故のみ）

対象となるボランティア活動

　日本国内における「自発的な意志により他人や社会に

貢献する無償のボランティア活動」。学校管理下にある

活動などの、自発的な意志によるものとは考え難い活動

や、自助団体の行う親睦のための活動、有償ボランティ

ア活動などは対象となりません。

※ 市内にお住まいの方が基本タイプＡプランに加入する場合、1名あたり150円の掛金助
成があります。

○ボランティア行事用保険

福祉活動などのさまざまな行事における事故を補償しま

す。

【保険料（掛金）】

Ａプラン（宿泊を伴わない行事）Ａ1　  28円／1名

　　　　　　　　　　　　　　　Ａ2　126円／1名

※ Ａプランにおける一行事の最低加入人数は20名です。

したがって、一行事の最低保険料は、Ａ1区分の場合560

円、Ａ2区分の場合2,520円となります。

※ Ａ1とＡ2は行事の内容によって区分されます。

Ｂプラン（宿泊を伴う行事）

1泊2日　192円／1名　　　　2泊3日　236円／1名

3泊4日　241円／1名　　　　4泊5日　286円／1名

5泊6日　291円／1名　　　　6泊7日　296円／1名

【補償内容】Ａプラン・Ｂプランとも

・傷害事故　死亡保険金　　　　500万円

　　　　　　後遺障害保険金　　500万円（限度額）

　　　　　　入院保険金日額　　3,500円

　　　　　　通院保険金日額　　2,200円

手術保険金　入院保険金日額に手術に応じて定めた倍　

　　　　　率（10倍・20倍または40倍）を乗じた額

・賠償補償　　対人／1事故　　　 2億円（限度額）

　　　　　　　対物／1事故　　1,000万円（限度額）

加入できる人　　　傷害補償：行事参加者

　　　　　　　　　賠償補償：行事主催者

対象となる行事　　地域福祉活動の一環として日本国内で行

うボランティアに関する行事。学校管理下（クラブ活動・課

外指導中などを含む）にある行事は対象になりません。

※ 行事開催日の1週間前までにお申し込み下さい。

　これらの保険に加入するには社協窓口に備え付けの所

定加入申込書（平成20年度用）に必要事項を記入・捺印

の上、掛金を添えてお申し込み下さい。

くわしくは　盛岡市社会福祉協議会

地域福祉課　若園町2-2 　　　　　  TEL（651）1000

玉山支所　玉山区渋民字泉田77-1  　TEL（683）2743

保険金の種類

死亡保険金

後遺障害保険金

入院保険金日額

手術保険金

通院保険金日額

賠償責任保険金
（対人／対物共通）

基本タイプ

天災タイプ

（基本タイプ＋地震・噴火・津波）

Ａプラン

1,418万円

1,418万円
（限度額）

7,000円

4,500円

5億円
（限度額）

260円

460円

Ｂプラン

2,553万円

2,553万円
（限度額）

11,000円

7,000円

5億円
（限度額）

420円

770円

Ｃプラン

4,098万円

4,098万円
（限度額）

14,000円

9,000円

5億円
（限度額）

590円

1,130円

入院保険金日額に手術に応じて定めた倍率
（10倍・20倍または40倍）を乗じた額

加入プラン・補償金額

傷
害
補
償

賠
償
補
償

掛
金



　玉山区の好摩地区福祉推進会（　橋和夫会長）

では、2月2日（土）に好摩児童館に通う子供たち

と地区の高齢者の方々が参加して、世代間交流会

を行いました。

　節分に合わせて豆まきを行い、かるたとりやお

はじき、将棋、こま回しなどをして遊びました。

　参加した高齢者の方からは「昔遊んだ遊びを子

供たちと一緒に出来て楽しかった。また、遊びに

来たい。」と話していました。

　2月15日（金）、第38回盛岡市老人芸能

大会が岩手県民会館大ホールを会場に開

催されました。主催は盛岡市、盛岡市老

人クラブ連合会、盛岡市社会福祉協議

会。

　35団体約360名の出演者は踊りや合唱、

ダンス、詩吟等、日ごろの練習の成果を

大きなステージで発揮しました。

　第33回市長杯争奪身障者ボウリン

グ大会が2月24日（日）、上堂のマッ

ハランドで開催されました。主催は

盛岡市身体障害者協議会、盛岡市身

体障害者スポーツ推進協議会。会員

の家族やボランティアも一緒にゲー

ムに参加し、ストライクやガーター

に歓声が上がっていました。

かたくりの会の中心メンバー。好摩駅近くの「ふれあいサロン」で

民児協老人福祉部会 3,345
西厨川地区老人クラブ協議会 40,034
盛岡民踊研究会 32,563
盛岡吉祥会 150,000
武者小路千家岩手官休会 30,000
北夕顔瀬町第二町内会婦人 部 3,000
表千家流水月会岩手支部 200,000
大泉寺婦人部 33,000
生出地区住みよい環境推進協議会 20,000
江戸千家岩手不白会 50,000
盛岡市役所盛和会 20,000
蛇口石材店 5,000
渋民児童館 6,327
立正佼成会盛岡教会 26,929
つまみ画金曜会一同 6,000
軍恩連玉山支部 10,000
JA新岩手女性部玉山中央支部 32,910
富士ゼロックス端数倶楽部盛岡支部 7,341
玉山区女性団体協議会 36,303
盛岡市職員退職者の会 20,000
篤志寄付 
渡辺三郎 5,000
山本敏子 8,023
匿名 500
匿名 1,945
森政敏  1,000
村松敦子  10,000
名郷根法育 2,000
阿部徳治 10,000
 
演芸会寄付 
盛岡市歳末たすけあい演芸会実行委員会 
 
 417,666

芋田自治会 9,720
元好摩自治会 9,080
馬場状小屋自治会 10,260
前田自治会 8,280
巻堀自治会 9,000
永井自治会 14,760
寺林自治会 11,160
大平自治会 6,120
姫神自治会 6,300
渋民 
門前寺自治会 15,840
渋民1自治会 32,580
渋民２自治会 29,880
山屋沢目自治会 9,540
武道自治会 9,540
生出1自治会 14,940
生出2自治会 25,380
生出3自治会 60,000
山田自治会 14,940
下田川崎自治会 16,200
舟田１自治会 26,280
舟田2自治会 123,000
柴沢自治会 13,680
玉山 
白沢自治会 9,180
城内自治会 12,420
山谷川目自治会 6,840
日戸自治会 19,620
釘の平自治会 13,860
川又自治会 7,560
外山自治会 6,300
薮川自治会 9,900
団体寄付 
三彩流岩手支部彩茗会 71,600
盛岡地区民謡連合会 34,277
社団法人茶道裏千家淡交会岩手支部 265,987

西湯沢団地自治会 2,250
乙部 
上大ヶ生自治公民館 10,000
下大ヶ生町内会 12,000
石倉自治公民館 10,200
法松自治公民館 6,700
法領田団地自治会 6,750
寺の下自治公民館 5,000
境自治公民館 21,250
乙部ニューランド親和会 12,060
沢川目自治公民館 4,860
黒川町内会公民館 24,000
観音堂公民館 7,800
峰崎地区公民館 38,000
大沢町内会 4,140
手代森下通町内会 10,950
滝村自治公民館 5,000
手代森ニュータウン町内会 50,000
澤目自治公民館 6,200
堀越自治公民館 3,000
田ノ沢町内会 2,160
花園団地自治会 15,000
黒川団地自治会 3,420
下河原自治会 4,050
ハウディ黒川自治会 6,450
乙部町自治公民館 13,950
巻堀 
松内自治会 12,780
大台自治会 11,880
小袋自治会 15,910
好摩１自治会 25,000
好摩2自治会 27,600
野中自治会 37,620
芋田向1自治会 11,520
芋田向2自治会 45,900
好摩東自治会 33,480

三本柳西自治会 61,500
三本柳北自治会 79,200
都南ニュータウン町内会 63,000
津志田 
第13区町内会 30,000
津志田東町内会 40,000
西鹿渡自治会 28,200
グリーンランド町内会 40,000
津志田南町内会 21,000
金蔵町内会 14,000
ひばり自治会 20,000
津志田あやめ町内会 75,000
津志田町町内会 20,000
津志田16区東町内会 30,000
野田自治会町内会 67,804
永井 
中永井自治会 88,500
下永井自治会 150,000
飯岡 
田中自治会 18,200
下久根町内会 30,150
河南自治会 17,640
河北自治公民館 20,000
内村自治会 6,660
二又自治公民館 5,400
藤島公民館 6,480
前野町内会 8,640
上飯岡町内会 10,000
上羽場町内会 6,750
中羽場町内会 15,000
下羽場公民館 8,640
上湯沢自治会 15,820
下湯沢公民館 13,500
油田自治公民館 17,000
湯沢団地自治公民館 122,990
県営湯沢アパート自治会 36,000

仙北三丁目小中島自治会 20,160
仙北三丁目組町自治会 15,621
仙北三丁目町内会 20,000
東仙北一丁目自治会 80,000
東仙北二丁目自治会 20,000
南仙北二･三丁目町内会 165,000
駒形自治会 48,264
西仙北二丁目町内会 90,000
本宮 
仙北西団地自治会 50,000
本宮第一町内会 68,280
本宮第三町内会 89,750
本宮第四町内会 40,000
本宮第五町内会 40,000
向中野町内会 150,000
下鹿妻町内会 20,000
鶴子町内会 20,000
道明町内会 11,700
本宮二丁目町内会 48,000
越場町内会 20,000
本宮三丁目町内会 28,000
見前 
見前第一町内会 10,000
都南第二区町内会 27,000
都南第三町内会 19,500
都南第四区町内会 78,000
和野町内会 80,000
第三都南ニュータウン自治会 30,000
西見前第2ニュータウン自治会 30,150
都南五区町内会 3,000
上通町内会 22,500
三本柳東自治会 20,000
大沼団地親交会 9,750
都南ハイツ自治会 15,000
見前ニュータウン自治会 30,000
三本柳南町内会明戸自治会 10,000

南大通二丁目町内会 15,535
河南 
南大通三丁目町内会 50,000
大慈寺町町内会 17,000
鉈屋町町内会 59,450
神子田町町内会 60,000
茶畑町内会 85,000
茶畑第二町内会 10,000
東中野町自治会 10,000
中野町内会 30,000
柳下町内会 47,350
見石町内会 30,000
沢田町内会 32,200
片岡町内会 13,000
簗川町内会 36,000
東安庭町内会 39,750
門町内会 45,000
八木田町内会 2,000
東安庭一丁目町内会 36,000
簗川 
川目上躍進会 13,350
仁反田町内会 30,000
滝の下町内会 10,000
白滝町内会 5,000
砂溜町内会 20,000
小山町内会 25,000
鑪山町内会 12,900
宇津野町内会 6,000
福名湯親和会 12,850
簗川自治振興会 4,860
砂子沢自治振興会 5,000
根田茂心和会 5,300
仙北 
仙北一丁目第一町内会 13,100
仙北一丁目第二町内会（仙睦会） 24,842
仙北二丁目自治会 114,000

【かたくりの会】
会　　長　千葉マツ（好摩保育所理事長、元玉山村
　　　　　婦人団体協議会長、元玉山村社会福祉
　　　　　協議会副会長）
事務局長　皆川ミエ子

　「食事の世話をしながら美味しい？って聞くとニ

コッとするの。それがうれしくて」

「ああ、私もこんな年寄りになろうって、教えられる

の」

　老人福祉施設で入所者の食事の世話や話し相手のボ

ランティアを続ける「かたくりの会」のメンバーから

こんな感想が次々と出てくる。中には「ボランティア

に行かないとなんだか気持ちが悪くて…」という人

も。メンバーにとってボランティアは「活動」という

より生活の中に習慣づいた行動のようだ。

　「かたくりの会」としての発足は平成４年５月だ

が、それまでの婦人会ボランティア活動がベースに

なっている。「嫁が姑を看る」旧来からの習慣の中で

現役母親世代に横の連携ができ、互いに支えあう形がで

きていた。また、八角病院・八角正司先生が早くから老

人介護にボランティアが必要なことを説いてきたこと

が、この地域にボランティアの意識を高めることになっ

たという。

　こうした背景があって平成４年、現会長の千葉マツさ

んが中心になって「かたくりの会」を設立。

現在は中心メンバー22人のほか会員およそ40人。八角病

院のケアホームには都合のつくメンバーが２人ぐらいず

つ交代で訪れ、入所者の食事、入浴、身の回りの世話を

し、話し相手になったりする。　施設で最期を迎えた人

の家族から「ボランティアのお陰で尊厳をもって最期を

迎えることができた」と心からの感謝の言葉を受けるこ

ともある。

　施設ボランティアのほか、盛岡市社会福祉協議会玉山

支所が行っている配達サービスの献立から食材の調達、

調理までを賄う（配達は安否確認を兼ねて「旧玉山村役

場退職者の会」が担当）。

　そしてもうひとつの大きな活動は「ふれあいサロン」

の運営。好摩駅に近いこのサロンは、千葉マツさんがか

つて薬局を開いていたあとで、会の集会所であり地域婦

人たちのお茶飲み処、リフォーム衣類などの工房兼

ショールームといった多目的施設。誰でも出入り自由

で、会員や地区内の人々の行き来が絶えない。

　1月20日（日）、盛岡市総合福祉セン

ターを会場に第52回盛岡市子ども会議が

開催され、約500名が参加しました。

　各地区の子ども会活動の事例発表が行

われたあと、世話人の部を含めて４部屋

に分かれて分散会が行われ、それぞれの

子ども会活動の計画や実践について情報

交換が行われました。
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再生紙に大豆油インキで印刷しています。

●盛岡市社会福祉協議会 携帯電話向け情報サイト
http://www.morioka-shakyo.or.jp/i

QR コード対応の携帯電話でこのQR コードを撮影すると面倒な入力なしで簡単にサイトにアクセスできます。

この広報紙は、一部共同募金配分金を受けて発行しています。

  ５日（月）〜12日（月）児童福祉週間
  ５日（月）鯉のぼり子どものつどい（岩手公園）
  ６日（火）第36回歩け歩け運動〜クイズオリエンテーリング〜（高松の池→愛宕山展望台）
12日（月）児童福祉講演会（盛岡市総合福祉センター）

　まだまだ朝は寒く、なかなか布団から出られない日が続いています。とはいえ、この会報がみなさんのお手元
に届く頃には、春めいた陽気を感じられるようになっていることでしょう。
　さて、3月20日は春分の日。祝日法という法律では、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ことを趣旨としていま
す。ぜひ、春の息吹を感じながら、あらためて自然に感謝する一日として過ごしてみてはいかがでしょうか。（Ｋ）

「社会福祉活動の推進に」と次の方々からご寄付をいただきました。
ご協力に感謝し報告申し上げます。
平成19年12月21日 ～ 平成20年2月25日（敬称略）
●一般寄付
　社会福祉のために 単位:円
民謡「基菊会」 20,000
玉山区女性団体協議会 100,000
高橋一史 10,000
石川俊彦 100,000
匿名 50,000
匿名 1,000
盛岡市社会福祉協議会玉山支所 福祉募金箱 16,747
　障害福祉のために
高橋昭八 50,000
　総合福祉センター補修準備積立金として
ＮＰＯ法人うれし野こども図書室 30,000
盛岡市保育所協議会 206,100
●物品寄付
　社会福祉のために
体育指導員協議会玉山ブロック タオル60枚
　老人福祉のために
関山紀子 ふとん2組、毛布等7点
　施設、学校のために
芋田自治会ふれあいサロン百笑会 雑巾50枚

盛岡市社会福祉協議会が主・共催する恒例行事が下記のとおり開催されます。

　子どもたちが、空高く元気いっぱいに泳ぐ鯉
のぼりのように思う存分楽しめる、愉快な遊び
の広場にしたいと「世代にかける橋」のスタッ
フは楽しい企画を練っています。
と　き　5月5日（月）10時30分〜15時30分
ところ　岩手公園（雨天時はホットライン肴町）
主　催　盛岡世代にかける橋

１．目的
　高齢化社会が急速に進むなかで、高齢者福祉の重要性がますます高まってきてい
ますが、高齢者が住みなれた街で地域の住民とともに安心して生活することがで
きるよう、地域住民・ボランティアによる高齢者のための福祉活動の活発な展開
が求められています。

　この助成金は、地域に根ざした高齢者のためのボランティア活動を奨励するため
に助成するものです。

２．対象となるグループ
　地域社会で高齢者のための活動をすすめている幅広いボランティアグループで、次

の要件を満たすもの。
　㈰ボランティア数10人〜50人程度。　㈪結成以来の活動実績２年以上。
３．対象とならないグループ
　㈰本助成を過去3年以内に受けたことのあるグループ。㈪老人クラブ。㈫社団法
人、財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有する団体。

４．助成金額
　10万円を限度とし、申請内容を検討した上で決定。
※ 使途はボランティア活動に直接使用する用具・機器類の購入に限定いたします。
５．応募方法および申込期限
※ 応募要領・申請書はホームページ（URL http://www.mizuho-ewf.or.jp/）より 
  ダウンロードすることも可能です。お申し込みは平成20年5月末まで。

問い合わせは
　（財）みずほ教育福祉財団　福祉事業部　藤井

TEL 03（3596）4532　　FAX 03（3596）4531

平成20年度 障がい者福祉助成金を募集いたしますので、下記の要領でご応募ください。 
１．助成対象
（１）助成対象事業 （障がい者の自立と社会参加及び生産力アップなどに直結する事業）
　　㈰障がい者施設の改善、整備、備品等の購入に対する助成 
　　㈪各種会議、講演、研修事業に対する助成 
　　㈫各種出版、啓発活動等に対する助成 
　　㈬各種調査、研究事業に対する助成 
　　㈭文化事業、スポーツ活動等に対する助成 
（２）障がいのある大学生に対する奨学金の支給
　　※国内の4年制大学に在籍あるいは入学予定の方に限ります。 
２．受付期間
　平成20年3月1日から3月31日まで（ただし、奨学金の受付は5月10日まで）※消印有効 
３．助成の内容
（１）一般助成 ： 一件当り上限額100万円
（２）奨 学 金 ： 月額5万円（年間60万円、返済の必要はありません）
４．申込方法
（１）助成事業…「助成金申請書」に必要事項をご記入の上、下記の送付先ま
でお送りください。（ファックスによる申込はご遠慮ください） 

（２）奨 学 金…応募書類一式をファックスまたはメールでご請求ください。 

応募書類の請求・申し込み・問い合わせ先
　財団法人 ヤマト福祉財団（福祉助成金事務局）〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-15
　TEL　03（3248）0691　FAX　03（3542）5165
　ホームページ　http://www.yamato-fukushi.jp/
　Ｅメール　y.zaidan@yamatofukushizaidan.or.jp

　高松の池から愛宕山展望台までを、クイズを解
きながら歩く「歩け歩け運動 〜クイズオリエン
テーリング〜」が開催されます。クイズの得点に
応じて景品を獲得できます。愛宕山展望台では宝
探しも行われ、さらに景品獲得のチャンス！
と　き　5月6日（火）9時〜12時頃　雨天中止
ところ　高松の池〜愛宕山展望台
　　　  （集合場所：盛岡市立図書館駐車場）
主　催　盛岡市子ども会育成会連絡協議会、
　　　　盛岡市社会福祉協議会

 次代を担う子どもたちが健やかに育つよう
に、児童福祉の理念の一層の周知と児童を取
り巻く諸問題に対する社会的関心の喚起を
図るために児童福祉講演会を開催します。

と　き　5月12日（月）14時～15時30分
ところ　盛岡市総合福祉センター
主　催　盛岡市、盛岡市教育委員会、民生

児童委員連絡協議会、盛岡市子
ども会育成会連絡協議会、盛岡
世代にかける橋、盛岡市社会福
祉協議会

－ＮＴＴ電話お願い手帳－
「ＮＴＴ電話お願い手帳」は耳や言葉の不自由な方が、外出先で用件
や連絡先などを書いて、近くの人にお願いするときに使用するもので
す。街でこの手帳のメモを見かけたらご協力をお願いいたします。

手帳は無料で差し上げています。
 盛岡市社会福祉協議会 TEL（651）1000

若園町2-2　市総合福祉センター１Ｆ窓口

盛岡を代表する景観のひとつ「開運橋花壇」を一緒にきれいにしませんか。
北上川左岸の花壇づくりを行っている市民ボランティア団体「開運橋花壇クラブ」の
会員を募集しています。
内　容　主に除草、花柄摘み、清掃ですが、6月にはチャグチャグ馬コにあわ　　　
　せベゴニア約3,000株の植え付け、11月にはチューリップの球根約1,000球　
　　　の植え付けなど植物の植え込みも行います。
期　日　4月から11月までの毎週土曜日　午前6時から1時間程度
場　所　開運橋の上流　北上川左岸
　　　　（盛岡市大通三丁目9番地先　開運橋から旭橋まで）
問い合わせ先　盛岡市グリーンバンク事務局（盛岡市都市整備部公園みどり課内）
　　　　　　　TEL（651）4111（内線3646･3647）

平成20年度「児童福祉週間」の標語
　　　　  最優秀作品 与那嶺暁さん 8歳 沖縄県


