1月

15（木）
「福祉もりおか」発行
〃 巻堀児童館外山分室冬休み工作

平成21年 元旦
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新年明けましておめでとうございます。
市民の皆様方には、健やかに新年をお迎えになられたことと心からお喜び申し上げます。
日ごろより、地域福祉の推進につきまして皆様から温かいご理解とご協力を賜り厚く御礼申
し上げます。
平成18年度から、盛岡市との連携のもと「地域内住民の良好な交流と相互の支えあいによ
るまちづくり」を目的に、市内32地区の福祉推進会を回り開催してきた地域福祉ワークショップ
も、今年の2月ですべてを終える予定となっております。
平成21年度はこの開催結果を、地域福祉の向上を目指した事業の強力な推進力とするとと
もに、策定から４年目を迎える盛岡市地域福祉活動計画の見直しにも反映させていく所存で
ございます。
世界不況による業界再編、深刻な経済の低迷、急速な少子高齢社会の進行、雇用や所得
の問題等々、非常に不安定な社会となってきておりますが、盛岡市社会福祉協議会は、市民の
皆様と一緒に汗をかきながら、揺るぎない地域の福祉力の形成
に向けて努力してまいりますので、なお一層のご支援、ご協力を
お願い申し上げます。
結びに、今年一年が皆様方にとりまして素晴らしい年であり
ますよう、心から祈念いたしまして新年のごあいさつといたしま
す。

巻堀児童館
外山分室
18（日）子ども会議 盛岡市総合福祉センター
20（火）配食サービス 玉山総合福祉センターほか
24（土）巻堀児童館ハンディキャップ体験・スケート 巻堀児童館
〃 生出児童館もちつき会 生出児童館
28（水）地域福祉ワークショップ 乙部地区1回目 乙部老人福祉センター

2月

2（月）民生委員定例地区会長会 盛岡市総合福祉センター
3（火）都南こどもの家まめまき 都南こどもの家
4（水）地域福祉ワークショップ 乙部地区2回目 乙部老人福祉センター
5（木）配食サービス 玉山総合福祉センターほか
6（金）相続・登記相談 玉山総合福祉センター
〃 盛岡市シルバーメイト全体研修会 盛岡市総合福祉センター
（火） 県内地区民協会長・副会長研修会 花巻市
9（月）〜10日
10（火）人権・生活相談 玉山総合福祉センター
13（金）盛岡市老人芸能大会 県民会館
19（木）都南こどもの家プラバン制作 都南こどもの家
20（金）配食サービス 玉山総合福祉センターほか
24（火）盛岡市家族介護者リフレッシュ事業 石川啄木記念館ほか
（水） 初心者向けボランティア入門講座
24（火）〜25日
盛岡市総合福祉センター

3月

1（日）福祉茶会 杜陵老人福祉センター
2（月）民生委員定例地区会長会 盛岡市総合福祉センター
3（火）都南こどもの家ひなまつり 都南こどもの家
5（木）配食サービス 玉山総合福祉センターほか
11（水）人権・生活相談 玉山総合福祉センター
12（木）巻堀児童館外山分室卒館式 薮川公民館
14（土）巻堀児童館卒館式 巻堀児童館
「福祉もりおか」発行
15（日）
〃 生出児童館卒館式 生出児童館
24（火）配食サービス 玉山総合福祉センターほか
（金） 盛岡市高校生ボランティアスクール
25（水）〜27
盛岡市総合福祉センター
27（金）都南こどもの家お楽しみ会 都南こどもの家
中旬 理事会 盛岡市総合福祉センター
中旬 評議員会 盛岡市総合福祉センター

盛岡市社会福祉協議会では、盛岡市ボランティア連絡協議会などの協力をいただきながら、
雪かきに困っている高齢者世帯や障がい者世帯に雪かき協力団体の派遣を行います。

利用対象
おおむね65歳以上のひとり暮らし・高齢者夫婦世帯、
障がい者世帯
※ いずれの対象世帯も雪かきができない状況で、
地域支援者の協力が得られない世帯

除雪範囲
生活通路の確保の範囲となります。
（例）
・玄関から道路 ・玄関から小屋等

利用にあたっての注意
無償で活動できる協力団体の活動地域が限られていますので、
お住まいの住所をお聞きし
た上で、
派遣できるかどうかお伝えいたします。無償団体の派遣が難しい場合で有料であって
も依頼したい方には、
有償団体の紹介をします。
また、
ご連絡いただいた当日の対応はできかねますので、
派遣可能団体との調整により日程
を決めさせていただきます。
※

盛岡市社会福祉協議会では、
この事業に無償でご協力いただける団体・グループを募集しています。

お問い合わせは

盛岡市社会福祉協議会

TEL（651）1000

〜ありがとうございました〜
盛岡市社会福祉協議会
玉山支所では、高齢者世
帯への除雪支援など、地
域の除雪活動に役立てて
いただくために、玉山区内
の自治会を対象に除雪機
を貸し出しています。
12月1日、1台目が大台自
治会（岩崎勝弥会長）へ引
き渡されました。
上記の１台のほか、
２台
の除雪機を自治会へ貸し
出す予定です。
（平成20年
12月19日現在）

12月8日、真如苑東北本部
様より寄付金200万円を頂き
ました。
桑島会長は「ありがとうご
ざいます。大切に使わせてい
ただきます」
とお礼を述べ、
感
謝状を贈りました。
いただいた寄付金は、社
会福祉のために活用されま
す。
桑島博会長に寄付金を手渡される真如苑東北本部様

日常生活自立支援事業
（愛称：あんしんねっと）
は、認知症の高齢者や知的障がい・精神障がいのある方が地域で安心して自立生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助やそれに
伴う日常生活を営む上で必要な金銭管理などをお手伝いする事業です。
1 どんな人が利用できるの？
（1）福祉サービスの利用や日常生活の支払い等が自分で判断できない方、
または不安な方
例えば・
・
・
・介護保険関係の資料がたくさん届いているが、
どう手続きしていいのか分からない。
・ホームヘルプサービスや配食サービスなどの利用料の支払い、
公共料金の支払いなど
に不安がある。計画的な支払ができない。
・最近物忘れが多く、預金通帳や印鑑等の保管場所が分からなくなる。
ちゃんとしまった
かいつも心配になってしまう。
（2）契約行為を理解できる方
・認知症や知的障がい・精神障がいはあるが、
サービスの内容が理解できて、契約行為を
理解できる方。
・サービス利用を望んでいる方。
2 どんなサービスが受けられるの？
（1）福祉サービスの利用援助
（2）
日常的金銭管理
・福祉サービスに関する情報提供
・年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
・福祉サービスの利用料の支払い手続き
・病院への医療費の支払い
・福祉サービスに関する苦情解決の援助
・公共料金の支払い
・日常的な生活費のお届け
（3）書類等の預かり
・日常生活の支援と併せて必要な書類等の預かりを行います。
（例） 年金証書、
不動産権利証、
預金通帳、
印鑑

3 利用するにはどうすればいいの？
（1）社会福祉協議会に連絡をください。
（2）内容をお聞きして、
専門員が伺います。
（3）
ガイドラインに沿った面接を行い、
利用者の支援計画をつくります。
（4）本人と社会福祉協議会が契約を締結し、
支援を開始します。
4

利用契約は、本人の意思で行われます。
利用契約は、
本人との契約となりますので、
本人に利用の意思がなければ契約できません。

5

他機関との連携
日常生活自立支援事業は、
他の専門機関と連
携して支援を行います。
（例）
地域包括支援センター、
介護支援センター、
ホ
ームヘルパー事業所、医療機関、生活保護担当
課、
市町村行政、
地域の見守りネットワーク
（民生
委員、
町内会、
ボランティア等）
6

利用料
利用料は、
1時間1,300円。1時間を超える支援
は、1時間ごとに650円を加算。
ただし、生活保護
受給者は無料。

もっとひろがれ
ボランティアの輪

盛岡-宮古間100kmを歩く

「盛岡世代にかける橋」は、
来年で活動50周年を迎える。
昭和35年、馬場勝彦さん
（平成16年逝去）
を中心とする
大学生グループが福祉施設を慰問し「影絵」
を上演したの
が始まり。
このときのグループ名が「れいの会」。以後、働く人
たちのグループと発展統合して「若い土の会」になり、高校
生の「ジュニア」が誕生し、青年たちの「虹の会」
「みちの
会」などが相次いで活動を始めた。
そして45年、
これらが一
緒になって子供と青年を結ぶ橋になろうと結成されたのが
「盛岡世代にかける橋」。
この50年間、変わらぬ思いは子どもたちの健全育成。特
に、体をつかった遊びを通して痛みや辛さを体感し、
そこで
出会った仲間との競い合い、助け合いの気持ちを醸成しよ
うと活動してきた。地域の子ども会や福祉団体の行事におも
むいて遊びの指導を行うほか、会を構成するジュニア、虹の
会、青い樹、星の森、道の会、若い土の会がそれぞれ季節

の遊びなどを取り入れ
た企画事業を行ってい
る。
このうち「100キロ歩
いて海を見よう」は盛
岡から宮古までを2泊3
日で踏破するもっともハ
ードなプログラム。一時
中断していたが2年前
林間学校で
（区界高原兜明神岳）
に復活。昨年10月に行
われた際には小中高生合わせて70人余りが参加した。1日目
は盛岡スタート区界まで、翌日は川井村役場までで、
この間
の40km余りがもっともハード。
ほぼ時速5kmペースでひたす
ら歩く。足が痛くなり、
ベソをかきながらも救援バスを断って歩
き続ける子ども。
ゴールした瞬間、感極まって泣き出す子ども
…。2泊3日、寝食を共にし励まし合って歩き続けた子どもたち
は、互いに再会を約束し、連絡先などを交換し合って別れて
行く。
「この体験をした子たちは絶対にいじめなどはしないと信じ
ています」
（長谷川代表）
半世紀前、
お兄さんたちに遊んでもらった子どもが親にな
り、今度は自分が子ど
もや孫世代のために
橋をか けている。ま
た、
グループを離れて
も自らを OB と称し、
会社あるいは地域で
子どもたちや障がい
がある人の活動をサ
ポートしている人もい
冬の遊び。
ビニール袋でソリ遊び
（盛岡城跡公園）
るという。

盛岡世代にかける橋
代 表
連絡先
会 員

10月24日、
玉山区の巻堀小学
校（高橋清之校長）
では、
１年生
から３年生までの児童２１人が
キャップ・ハンディ体験を行いまし
た。
１年生７人はアイマスクを付
けて目隠し歩行体験を行い、体
育館と校内を歩きました。
２、
３年
生１４人は車椅子体験を行い、
体育館内で車椅子の操作方法
を教わり、車椅子に乗って段差
などの移動を体験しました。
体験を終えた児童たちは、
「普段いる学校でも見えないと歩くのが怖い」
「車椅子の操作が難しかった」
「今日
の体験を生かして体の不自由な人のお手伝いをしたい」
と感想を述べていました。

12月14日、岩手県母子寡婦福祉
協会 盛岡 市支 部、盛岡 市、盛岡 市
社会福祉協議会の主催により盛岡
市総合福祉センターで盛岡市「親と
クリスマス大会が開催さ
子の集い」
12世帯30名が参加しました。
れ、
母子 協会 員の 指導で行われた
新聞 紙を使ったゲームでは、子ども
たちは声を上げながら会場 内を駆
け回るなど、楽しいひとときを過ごし
ました。

長谷川 正
019-661-2739
約50名

盛岡市社会福祉協議会には
たくさんのボランティア団体が
登録をしています。
「どういうボランティア団体
があるの？」
「このボランティア
団体を見学（または参加）
して
みたい！」
など、
ボランティア団体に関す
るさまざまなご質問に電話や
窓口でお答えします。
ボランティアに興味がある方、
何か力になりたいと考えている
方は盛岡市社会福祉協議会地
域福祉課TEL（651）1000まで
ご連絡ください。
みなさんの気持ちとパワー
をお待ちしています!!

恒 例の 玉山 区 婦 人チャリティー
ショー（玉 山区 女性 団体 協議 会主
催）が、12月7日、渋民 文化 会館 姫神
ホールで開催されました。
玉山区内の各地区女性団体や老
人クラブなどから歌や踊りなど２７演
目が披露されました。
このチャリティーショーは、
毎年12月
に行われており、女性 団体 が中心と
なって企 画から運 営まで行っていま
す。 益金は、
盛岡市社会福祉協議会と歳末助けあ
い運動に寄付されます。

12月9日、岩手県民会館
大ホールで盛岡市歳末た
すけあい演芸会が開催さ
れました。
12月1日から実施されてい
る盛岡市歳末たすけあい
運動の主旨に賛同し、地域
のひとり暮らしや寝たきりの
高齢者、重度の障がいがあ
る方、
母子父子家庭等の各
世帯の方々を励ますことを
目的に、35の団体がおどり
や合唱、
ダンスなどを披露し、
客席からは盛大な拍手が送られていました。
皆様から
ご協力いただいた寄付金677,020円は盛岡市歳末たすけあい運動（岩手県共同
募金会盛岡市分会）
に寄付されました。
主催は、
盛岡市退職女性教職員の会・盛岡市地域女性団体協議会・盛岡地区
更生保護女性の会・岩手県母子寡婦福祉協会盛岡市支部。

「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20年8月14日〜平成20年12月16日（敬称略）

●一般寄付
単位：円
社会福祉のために
浅沼 妙子
10,000
吉田太陽歌謡会
20,000
コーロ・シュプール
10,000
ジャムフレンド(有)鳩林商事
30,399
真如苑
2,000,000
三菱電機ビルテクノサービス(株)
100,000
表千家同門会盛岡吉祥会
150,000
玉山区女性団体協議会
100,000
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
30,000
盛岡市ボランティア連絡協議会
111,340
●物品寄付
福祉のために
藤原正子
紙おむつ210枚、尿取りパッド60枚

盛岡市社会福祉協議会玉山支所では、
司法書士による相続・登記相談を行います。
相談は予約制となっておりますので、
相談希望の方は電話でご予約ください。
・日
時 2月6日
（金） 10：00〜15：00
※相談は1人30分以内
・場
所 盛岡市玉山総合福祉センター
・費
用 無料
・定
員 8名※予約が定員になり次第締め切ります。
・予
約 盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL
（683）
2743

18日
（日） 平成20年度盛岡市子ども会議
（市総合福祉センター）

月 28日
（水） 地域福祉ワークショップ乙部地区 1回目
（乙部老人福祉センター）
4日
（水） 地域福祉ワークショップ乙部地区 2回目
（乙部老人福祉センター）
6日
（金） 盛岡市シルバーメイト全体研修会
（市総合福祉センター）
（月）
〜10日
（火） 県内地区民協会長・副会長研修会
（花巻市）
月 9日
13日
（金） 盛岡市老人芸能大会
（岩手県民会館大ホール）
22日
（日） 身障者ボーリング大会
（マッハランド）

月

〜27日
（金） 高校生ボランティアスクール
（市総合福祉センターほか）
25日
（水）

市内の60歳以上の方々による芸能大会
を開催します。
たくさんの団体が参加し、
おどりや合唱な
ど日頃の練習の成果を発表します。
みなさんのご来場をお待ちしています。
・日

時

・場
・内

所
容

２月１３日
（金）
12:00〜

盛岡市老人クラブ大会終了
後、
引き続き行います。
岩手県民会館 大ホール
（内丸13-1）
おどり、合唱、
フォークダンスなど

主催：盛岡市、盛岡市老人クラブ連合会、盛岡市社会福祉協議会
お問い合わせは
盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL
（651）
1000
盛岡市社会福祉協議会玉山支所では、毎月第2水曜日に人権・生活相談を行って
います。
・日
時 毎月第2水曜日 10：00〜16：00
※2月は第2火曜日
（2月10日）
となります
・場
所 盛岡市玉山総合福祉センター

低所得世帯に対し高等学校、
短期大学、
大学及び高等専門学校の学費等を貸付
けします。
●貸付対象となる世帯
低所得世帯であること及び連帯保証人が必要です。
ただし、他の制度
（日本学生支
援機構等）
による貸付け可能な場合には対象となりません。
また、母子・寡婦世帯は同
様の母子福祉資金貸付制度がありますので盛岡市保健福祉部児童福祉課へご相
談ください。
●貸付内容
・貸付限度額
修 学 費
就学支度費
・償 還 期 間
・貸 付 利 率
・詳 しくは

高校
（月35,000円）短大
（月60,000円）大学
（月65,000円）
500,000円以内
20年以内
（卒業後６ヶ月据置期間）
無利子
盛岡市社会福祉協議会在宅福祉課 TEL
（651）
1000
盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL
（683）
2743

法テラスは、
「国民に身近で、
速くて、
頼りがいのある司法」
を目指す司法制度改革の柱
として、
総合法律支援法に基づき、
平成18年に設立されました。正式名称は、
日本司法支
援センターです。
法テラスでは、金銭問題、離婚問題、相続問題、労働問題などの法的トラブルにまきこま
れたときに、
解決のきっかけとなる法制度や相談窓口などの情報を無料で提供しています。
また、
法律家に相談する経済的余裕のない方（収入が一定以下の方）
には、
無料で弁
護士・司法書士の法律相談を行っています。裁判が必要な場合には、弁護士・司法書士
の費用の立替えを行う制度もあります。
経済的に無理と諦めていた方、
どこに相談していいのか分からない方、
まずは、
お気軽
にお電話してください。

利用料：0円 通話料：全国一律3分8.5円
PHS・IP電話からは03-6745-5600
平日9：00〜21：00土曜日9：00〜17：00

メール受付24時間受付中

所 在 盛岡市大通1-2-1 岩手県産業会館本館2階
業務時間 平日9:00〜17:00

身体に障がいのある盛岡市民を対象
にしたボウリング大会を開催します。
たくさんのご参加をお待ちしていま
す。
時 2月22日
（日）10:30〜
所 マッハランド
（上堂１丁目2-38）
・内
容（予定）
2ゲームトータ
ルのスコアにより、総合
位までを表彰します。
・申込締切 2月18日
（水）

・日
・場

優勝のほか、障がい別、男女別に1位から3

主催：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
申し込み、
お問い合わせは 盛岡市身体障害者協議会 TEL・FAX（651）
3336
※ 事務所は火曜日・木曜日は不在となりますのでご注意ください。

介護からひととき離れて、
心身ともにリフレッシュしていただくことを目的に日帰りの温泉旅
行を実施します。参加者同士の交流と温泉をお楽しみください。
・募集対象 寝たきりの高齢者、重度の障がいのある方等を家庭で介護している方
・開 催 日 2月24日
（火）
・内
容 石川啄木記念館見学、
ユートランド姫神での昼食、入浴
・参 加 費 無料
・定
員 ３０名 ※ 定員になり次第締め切ります。
・申込受付日時
2月10日
（火）
10時
申し込み、
お問い合わせは 盛岡市社会福祉協議会

在宅福祉課

TEL
（651）
1000

盛岡市社会福祉協議会では、
「ボランティア活動をしてみたい」
「ボランティアについて
知りたい」
といった方を対象にボランティア入門講座を開催します。
お気軽にご参加ください。
・開 催 日
・対
象
・参 加 費
・定
員
・申込締切

2月24日
（火）
〜25日
（水）

盛岡市民
無料
２０名 ※ 定員になり次第締め切ります。
2月17日
（火）

申し込み、
お問い合わせは 盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL（651）1000

法テラスＨＰよりアクセス！ http://www.houterasu.or.jp

あけましておめでとうございます。今年は年末年始の休みが長く、何をするということでもなく、
たん
たんと日々を過ごしてきました。
昨年、政府・与党が進めている休日の高速道路を1回1,000円で走り放題のニュースを聞き、
これは
我が家の一大事と急いで機器無料のＥＴＣをネットで探し取り付けたが、
この料金割引が一体いつにな
ることやら。期待だけで終わってしまうのか・
・
・
・
・。

●

http://www.morioka-shakyo.or.jp/i.html
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

。

盛岡市社会福祉協議会では、市内の高校生を対象にボランティアスクールを開催します。
・開 催 日
・対
象
・参 加 費
・定
員
・申込方法

3月25日
（水）
〜27日
（金）

市内の高校生
無料
３０名
市内の各高校あてに申込書を送付します。ボランティア担当の先生にご相
談ください。

お問い合わせは 盛岡市社会福祉協議会

地域福祉課

TEL
（651）
1000

