
ミズセイホームはお客様、そしてご家族の健康生活や快適な暮らし、充実した住環境をつくるお手伝いをしています。

ミズセイホームは、皆様の興味あるテーマでセミナーを開催致します！
今回は（株）うちむら家具社長をメインゲストに迎え、家具と福祉住環境に
ついてお話いただきます

“知って得する”講座Vol.2

詳しくはホームページをチェック

『木と住まいと暮らし』徹底解剖
ここまで切り込む!

日　　　時　：　2009年3月20日（金・祝）13：30～16：00
会　　　場　：　リリオ会館　2階イベントルーム
　　　　　　　　（盛岡市大通り1-11-8）
参 加 費 用　：　300円（資料代）
定　　　員　：　先着15組30名
参 加 方 法　：　事前申込（電話・FAX）※会場に無料託児有
　　　　　　　　（当日直接来場も可能ですが、既定数に達し次第受付終了いたします）
　　　　　　　   FAXで申込の方は㈰住所㈪氏名㈫電話番号
　　　　　　　　㈬託児要・不要を明記して次の番号まで
　　　　　　　　申込先　電話019-601-6010　FAX019-697-2530
後援：株式会社うちむら家具、NPO法人いわて銀河系環境ネットワーク、葛巻林業株式会社、岩手めんこいテレビ

■福祉住環境コーディネーター
　菅原暁美氏による
『誰でも安心して生活できる住環境』

■認定資金計画アドバイザーによる
 『住宅会社との賢い交渉術』
 『返済額8万円の正体』
 『資金不足から一転、建築可能になったワザ』
 『750万円損しない住宅購入』（株）うちむら家具

社長　内村忠雄氏

マクドナルド

ホテル
ロイヤル盛岡
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大通大通

カワトク

会場

TEL：019-601-6010　FAX：019-697-2530
岩手県紫波郡矢巾町西徳田5－201－2 　株式会社水清建設　住宅事業部

ミズセイホームの家づくり

私たちは、強引な売り込みは一切しません

正しい情報と適切な
アドバイスを提供しま
す

ご縁の始まりからお引渡しまで、安心・確実で感動の家づくりをします

お客様からご依頼
があるまで、ご自宅
訪問はしません

お客様１人ひとりの
想いを大切にします

みんながもっと快適な
暮らしができるよう、お
客さまの味方になって
提案します。

『家具の存在と
　　大きな役割』

盛岡市若園町2-2　盛岡市総合福祉センター
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空高く、北へ帰る白鳥たちの呼びかわす声が聞こえてき
ます。入れかわりに春がやってきます。出迎えに散歩に
出てみませんか。

【
白
鳥
帰
る
】

『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』『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』

～盛岡市社会福祉協議会地域福祉活動計画に基づき各種事業を推進しています～～盛岡市社会福祉協議会地域福祉活動計画に基づき各種事業を推進しています～

市民のみなさんとの協働により

を実現します。

　地域の人々が、住み慣れたまちで安心して生活を送ることができる地域社会の確立を目指し、住民、町内会・自治会、地区福祉推進会が、行政、福
祉事業者、福祉関係団体など、あらゆる関係者と協働し、『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』を実現することを基本理念
とし、平成18年度に盛岡市社会福祉協議会地域福祉活動計画を策定しました。
　現在、基本理念の実現のため、次の3つの基本計画と５つの推進目標に基づき各種事業を行っています。
１．人と人との支えあいにより、安心して暮らせるまち
　㈰ 地域内住民の良好な交流関係の構築
　㈪ 福祉教育の推進
２．みんなが地域活動に参加するまち
　㈫ ボランティア活動の推進
　㈬ 地区福祉推進会の活性化
３．福祉サービスが利用しやすいまち
　㈭ 社会福祉協議会の活動・事業の活性化

　平成21年度は、平成22年度に行う地域福祉活動計画の見直しに向
けた準備の年にあたります。
　平成18年度から平成20年度まで、盛岡市との連携の下、市内全域を
まわり開催してきました「地域福祉ワークショップ」の結果を踏まえた見直し
を行い、さらに強力に基本理念の実現を推進していきます。
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　平成21年度は、平成22年度に行う地域福祉活動計画の見直しに向
けた準備の年にあたります。
　平成18年度から平成20年度まで、盛岡市との連携の下、市内全域を
まわり開催してきました「地域福祉ワークショップ」の結果を踏まえた見直し
を行い、さらに強力に基本理念の実現を推進していきます。
【社会福祉協議会とは】
　社会福祉協議会は、行政や住民、民間団体などの協力をいただき、共に考え活動することを特徴と
し、民間組織としての「自主性」と、地域社会に支えられている団体としての「公共性」という二つの側面
を併せ持つ組織です。
　財源は、地域の皆様に会員としてご協賛いただく会費を中心に、寄付金、共同募金の配分金、行政
からの補助金等となっています。
　運営にあたる役員は、主に社会福祉や保健、医療、教育などの関連分野や、地域社会を形成する団
体、機関から選出、構成されています。
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ワークショップでは、参
加者たちが思い描く地
域の姿や、実現に向けて
の取り組み方法などが
模造紙に貼り付けられ
ました

自分たちの住む地域の理想の姿について話しあうワー
クショップ参加者たち
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3月23日（月）から
ボランティア保険申込 受付開始!

3月23日（月）から
ボランティア保険申込 受付開始!

町内会寄付 
仁王 
内丸第一町内会 10,000
日の丸町内会 25,000
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 13,200
油町町内会 30,000
大工町町内会 38,630
八日町町内会 20,000
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 161,300
三ツ割鉢の皮振興会 25,200
北山自治会 70,000
桜城 
大通一丁目町内会 15,000
大通三丁目第一町内会 13,860
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 15,000
大沢川原町会 30,000
御廐橋親交会 25,200
中央通自治会 15,000
仁王三小路会 40,000
長田町第一町内会 20,000
材木町町内会 20,000
茅町自治会 10,000
材木町むつみ町内会 15,000
梨木町第一町内会 18,000
梨木町町内会 23,400
西下台町内会 74,406
盛岡駅前町内会 22,500

盛岡駅前第二町内会 6,450
盛岡駅前北通第一町内会 60,000
大沢川原一丁目町内会 32,465
中川町町内会 100,000
山岸 
愛宕町第一町内会 65,800
下小路町会 37,800
山岸町内会 60,000
御弓町町内会 39,600
外山岸二丁目町内会 33,280
山岸三丁目町内会 61,500
山岸四丁目町内会 41,500
山岸五丁目町内会 50,000
名乗町内会 25,400
洞清水町内会 50,000
紅葉が丘町内会 57,200
浅岸自治会 70,000
下米内町内会 77,050
米内 
庄ヶ畑町内会 57,000
桜台自治会 131,990
上米内親交会 21,600
白石町内会 2,000
上田 
上田第一町内会 63,260
上田第二町内会 40,500
富士見町町内会 67,800
上田四丁目町内会 25,000
上田茶屋自治会 59,000
高松第一町内会 67,000
高松二丁目町内会 59,800
高松三丁目町内会 35,000
館向町町内会 74,640
高松団地自治会 17,400
上田堤町内会 67,550

緑が丘 
緑が丘一丁目町内会 21,000
緑が丘四丁目町内会 72,900
緑が丘一丁目北区町内会 10,000
東緑が丘団地町内会 15,000
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 25,000
黒石野町内会 100,000
黒石野平地区町内会 100,000
黒石野ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ町内会 35,000
箱清水町内会 83,130
高松四丁目町内会 62,100
岩脇町町内会 30,000
松園 
松園一丁目町内会 40,000
松園二丁目町内会 78,790
松園三丁目町内会 39,000
東松園一丁目町内会 105,830
東松園二・三丁目町内会 81,890
東松園四丁目町内会 63,000
西松園町内会 108,880
松園中央町内会 89,420
小鳥沢町内会 6,470
小鳥沢一・二丁目町内会 128,597
四十四田自治会 10,800
東黒石野町内会 43,500
北松園町内会 166,890
青山 
青山一丁目親和会 54,450
青山二丁目自治会 75,900
青山三丁目自治会 120,000
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 101,750
西青山三丁目町内会 123,377
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 168,520
南青山町町内会 50,000
中堤町自治会 130,500
みたけ厨川 
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 100,000
みたけ六丁目町内会 35,000
厨川一丁目第一自治会 12,600
厨川一丁目第二自治会 13,320
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 7,930
東北農業研究ｾﾝﾀｰ宿舎自治会 10,450
厨川三丁目第一自治会 11,800
北厨川町自治会 7,020
栄町自治会 5,760
鍋屋敷自治会 3,000
県営厨川北アパート自治会 23,400
ＪＲ厨川団地自治会 47,900
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 40,650
岩手牧場自治会 5,040
東厨川 
夕顔瀬第一町内会 25,000
夕顔瀬町第二町内会 50,000
北夕顔瀬町第一町内会 27,900

北夕顔瀬町第二町内会 20,000
前九年親交会 70,700
安倍館自治会 55,200
上堂自治会 150,000
西厨川 
新田町町内会 78,000
城西町町内会 68,500
境田町町内会 80,000
天昌寺町内会 20,000
北天昌寺町内会 65,000
大新町内会 40,000
大館町町内会 30,000
稲荷町内会 30,000
中屋敷町町内会 130,000
前潟自治会 30,000
上厨川自治会 21,420
平賀振興会 14,400
谷地上自治会 5,700
土淵自治会 20,600
長橋町自治会 37,700
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 18,200
中新田町内会 40,860
中太田自治会 40,000
東太田自治会 49,860
西太田第一自治会 23,000
西太田第二自治会 36,400
上鹿妻自治会 15,000
猪去自治会 14,000
繋 
つなぎ町内会 30,000

城南 
中ノ橋通一丁目町内会連合会 38,350
紺屋町町内会 47,806
神明町町内会 30,000
志家町内会 30,000
若園町町内会 59,150
住吉町自治会 28,800
上ノ橋町町内会 34,800
天神町自治会 30,000
山王町内会 35,000
小杉山町内会 29,280
東新庄一丁目町内会 41,500
東新庄二丁目町内会 30,000
新庄町内会 45,000
松尾町町内会 31,950
八幡第二町内会 28,940
八幡第三町内会 11,550
加賀野 
加賀野一丁目町内会 118,200
加賀野二丁目会 26,100
大日町内会 60,777
文化小路自治会 23,550
加賀野四丁目町内会 57,700
東桜山町内会 24,000
つつじが丘自治会 104,000
杜陵 
肴町町内会 10,000
呉服町親栄会 15,000
馬場町町内会 25,000
下ノ橋町町内会 20,000
清水町第一町内会 20,000
清水町親和会 30,000
南大通二丁目町内会 14,585
河南 
南大通三丁目町内会 45,000

平成20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）

○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）】

　盛岡市社会福祉協議会では、ボランティア活動中のケガや事故に備えた保険を取り扱っています。
　平成20年度は、「ボランティア活動中にハチに刺された」「資源回収の際、スプレー缶に穴を開けたら、中のペンキが噴き出し、衣類に付着した」など、
活動保険、行事保険を合わせて22件の事故報告がありました。平成21年度の申込受付は、3月23日から開始します。

※ 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。

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」

○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）
補償の対象になる方
　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
※ Aプランでは、一部対象にならない行事があります
　（例：サッカー、スキー、機械を使用する除草など）。
※ 行事開催日の１週間前までにお申し込みください。
　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21年度用）に必要事項
　を記入・押印の上、掛金を添えてお申し込みください。
※ どちらの保険も、学校管理下（クラブ活動・課外指  
　導中などを含む）にある活動・行事は対象になり
　ません。
詳しくは、盛岡市社会福祉協議会地域福祉課
TEL（651）1000  または  玉山支所 TEL（683）2743※ 
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。

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

相談専用電話　（604）1711　平日9時から17時（秘密厳守、費用は無料）
相談場所　NPO法人いわて生活者サポートセンター（盛岡市南大通1-8-7CFCビル2階）

くらしとお金の
安心相談事業が
始まりました。

　教育費などを借り入れしたくてもどこにいったらいいかわか
らない、毎月生活費が不足してどのようにしたらいいか迷って
いる、困りごとがあってもそもそも相談窓口があるかさえわから
ない。－こういうトラブルを抱えていらっしゃる方はいませんか。
　このような相談に一元的に対応し、生活状況の聞き取り
の中から、もっともふさわしい公的扶助や貸付制度などを
案内し、関係機関に対する申請に同行などもする事業を２

月から、いわて生活者サポートセンターにおいて開始して
います。
　この事業では、生活再建後の家計診断等を通じて継
続的に相談に来られたご家族との関係を維持しながら、
真の家計再建のサポートをさせていただきます。
　くらしとお金の問題を抱えていらっしゃる方はお気軽に
ご相談ください。
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もっとひろがれ
ボランティアの輪

メンバー同志が助け合って
ボランティア

メンバー同志が助け合って
ボランティア

　約500名が参加し、各地区子ども会の
活動事例発表と、４つの分散会では子
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。（1月18日／盛岡
市総合福祉センター）

　40団体約440名が出演し、踊りや合
唱、ダンス等、日ごろの練習の成果を発
揮しました。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。（2月13日／岩手県民会館大ホー
ル）

　障がいがある人たちや家族、ボラン
ティアが一緒にプレーし、ストライクや
ガーターに歓声が上がっていました。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。（2
月22日／マッハランド）

　玉山区の城内学童クラブ（登録児童
21名）では、学童クラブに通う父母のほ
か地域の高齢者の方を招いて餅つき会
を行いました。出来上がった餅は、くるみ
や納豆、胡麻など5種類の味付けにして
いただきました。（1月31日／城内地区コ
ミュニティセンター）

小さな台所を巧みに使いこなして

図書室を借りて盛り付け作業

大慈寺町町内会 5,000
鉈屋町町内会 55,200
神子田町町内会 50,000
茶畑町内会 80,000
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 44,400
見石町内会 30,000
澤田町内会 27,300
片岡町内会 12,960
簗川町内会 34,000
東安庭町内会 39,750
門町内会 54,000
八木田町内会 3,000
東安庭一丁目町内会 40,500
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 43,500
小山町内会 25,000
東山自治会 10,000
鑪山町内会 13,000
宇津野町内会 6,000
福名湯親和会 14,890
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 6,200
仙北 
仙北一丁目第一町内会 13,800
仙北一丁目第二町内会  19,312
仙北二丁目自治会 114,000
仙北三丁目小中島自治会 23,400

仙北三丁目組町自治会 11,760
仙北三丁目町内会 30,000
東仙北二丁目自治会 10,252
南仙北一丁目町内会 116,100
南仙北二・三丁目町内会 165,000
駒形自治会 50,400
西仙北二丁目町内会 95,400
本宮 
仙北西団地自治会 50,000
本宮第一町内会 61,110
大宮町内会 100,480
本宮第四町内会 50,000
本宮第五町内会 40,000
向中野町内会 150,000
下鹿妻町内会 24,000
鶴子町内会 20,000
道明町内会 11,700
越場町内会 20,000
本宮二丁目町内会 40,000
本宮三丁目町内会 30,000
見前 
見前第一区町内会 10,000
都南第二区町内会 63,000
都南第三町内会 22,500
都南第四区町内会 78,000
和野町内会 50,000
第三都南ﾆｭｰﾀｳﾝ自治会 22,000
西見前第２ﾆｭｰﾀｳﾝ自治会 29,100
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
三本柳南町内会 大沼団地親交会 9,750
三本柳南町内会 都南ハイツ自治会 15,000
三本柳南町内会 見前ﾆｭｰﾀｳﾝ自治会 36,900
三本柳南町内会 明戸自治会 10,000

三本柳西自治会 62,000
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 31,241
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
津志田ひばり自治会 20,000
津志田あやめ町内会 75,000
津志田町町内会 20,000
１６区東町内会 30,000
野田自治会 67,897
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 31,850
河南自治会 18,360
河北自治公民館 20,000
内村自治会 6,300
二又自治公民館 5,400
藤島町内会 6,480
前野町内会 8,820
上飯岡町内会 20,700
上羽場町内会 6,750
中羽場町内会 15,000
下羽場自治公民館 8,640
上湯沢自治会 15,820
下湯沢町内会 13,500
湯沢団地自治公民館 135,680
県営湯沢アパート自治会 36,150

西湯沢団地自治会 5,250
乙部 
上大ヶ生自治公民館 10,000
下大ヶ生町内会 17,000
法松自治公民館 9,900
乙部町自治公民館 9,000
寺の下自治公民館 5,000
境町内会 18,500
乙部ニューランド親和会 11,880
沢川目自治公民館 4,860
黒川南町内会 17,640
黒川町内会自治公民館 24,000
観音堂地区公民館 9,360
峰崎地区町内会公民館 38,000
大沢町内会 4,140
手代森下通町内会 11,100
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 5,400
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 4,320
ハウディ黒川自治会 7,920
巻堀 
松内自治会 12,600
大台自治会 11,880
小袋自治会 15,660
好摩１自治会 23,400
好摩２自治会 21,300
野中自治会 37,800
芋田向１自治会 11,160
芋田向２自治会 44,640
好摩東自治会 32,940

元好摩自治会 9,480
馬場状小屋自治会 10,260
前田自治会 8,460
巻堀自治会 9,000
永井自治会 14,580
寺林自治会 11,160
大平自治会 5,940
姫神自治会 6,300
芋田自治会 9,900
渋民 
門前寺自治会 16,200
渋民１自治会 34,560
渋民２自治会 32,940
山屋沢目自治会 9,360
武道自治会 9,360
生出１自治会 14,040
生出２自治会 24,660
生出３自治会 60,000
山田自治会 14,940
下田川崎自治会 15,840
舟田１自治会 25,920
舟田２自治会 38,340
柴沢自治会 13,500
玉山 
白沢自治会 8,820
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 13,680
川又自治会 7,560
外山自治会 6,300
薮川自治会 10,080

団体寄付 
盛岡地区民謡連合会 30,692
西青山二丁目老人クラブさつき会 13,600
JA新いわて女性部玉山中央支部 30,500
武者小路千家岩手官休会 30,000
生出地区住みよい環境推進協議会 15,000
渋民児童館 3,133
大泉寺婦人部 30,000
表千家方掬会 100,000
北夕顔瀬町第二町内会婦人部 3,000
表千家水月会岩手支部 200,000
青葉幼稚園父母の会 5,000
軍恩連玉山支部 10,000
好摩地区食生活改善推進員連絡協議会 14,764
蛇口石材店 5,000
つまみ画金曜会 5,500
盛岡民踊研究会 35,364
玉山区女性団体協議会 80,473
盛岡市職員退職者の会 20,000

篤志寄付 
坂本次男 846
冨樫義雄 10,000
森政敏 1,000
高濱英子 6,000
阿部徳治 10,000
村松敦子 10,000
名郷根法育 2,000
 
演芸会寄付 
盛岡市歳末たすけあい演芸会  
　　　　実行委員会 677,020

　2月のある日、西見前の世代交流センターの台所
は朝から慌ただしかった。毎月恒例の見前地区福
祉推進会のふれあいの会に提供する昼ご飯の準
備が始まるのだ。
　調理にあたるのは「むぎの会」のメンバーと地区

の民生委員、
保健推進員の
人たち。朝のあ
いさつもそこそ
こに、大根の皮
むきを始める
人、お米をとぐ
人、味噌汁の
鍋をかける人
と、それぞれに
動き出す。この
日の参加者は
95人。12時の
完成に向け3
時間のタイムス
ケジュールだ。

　メニューは、和風ハンバーグにサラダ、根菜と黒大
豆の煮物、ホウレンソウのおひたしのゴマ和え、お新
香3種、ご飯、大根と油揚げの味噌汁、デザートはカ
ボチャのプリン。「むぎの会」代表・遠藤栗子さんの手
短な指示の下、まるで大きな料理店の厨房よろしく
見事なチームワークで事が進んでいった…。
　「むぎの会」は旧都南村時代の社会福祉協議会
による家庭介護講座修了者と保健推進員だったメ
ンバーの集まり。「会長なし会費なし会則なし」（遠藤
さん）。個人ボランティアが何かある都度、声を掛け

合い助け合いながら活動する自由な会だ。見前地
区ふれあいの会の昼食づくりのほか、月2回、地区
集会所で茶話会を催してお年寄りたちに喜ばれて
いる。
　代表役の遠藤さんはこの道30年超の大ベテラ
ン。阪神淡路大震災に単身ボランティアに飛び込ん
で行った経験を持つ。「お世話される歳になりまし
た」と笑うが、台所の切り盛りはまだまだ元気いっぱ
い。動くことが趣味だが、日本画を描く静の趣味も。
　いつかどこかで、作品を観賞しながら茶話会が
開かれるかもしれない。　

第53回

盛岡市子ども会議
第34回

市長杯争奪身障者
ボウリング大会

第53回

盛岡市子ども会議
第34回

市長杯争奪身障者
ボウリング大会
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盛岡市子ども会議

第39回

盛岡市老人芸能大会
第39回

盛岡市老人芸能大会
第39回

盛岡市老人芸能大会 第34回

市長杯争奪身障者
ボウリング大会

城内学童クラブ
餅つき会

城内学童クラブ
餅つき会

城内学童クラブ
餅つき会

味見しながら会話がはずむ

福祉ボランティア・むぎの会
代　表　遠藤 栗子　
連絡先　019-638-2377
会　員　約15名

福祉ボランティア・むぎの会



山間のＫ村に住む80代の一人暮らしの女性宅を訪ねたときのこと、取材で訪れた数人の来客に「わ
ざわざ遠くから、ご苦労さまです」と迎え入れてくれた。周りには家が数軒あるが、住んでいる気配は
ない。いろいろと話しているうちに、台所の蛇口から水が勢いよく流れているのに気付いた。「おば
あちゃん水道の水が出しっぱなしだよ。止めますか」の声掛けに「いつもそのままだからいいよ。地
下水だから」の答えが返ってきた。私たちの暮らしにはない光景で、なぜか懐かしい感覚を覚えた。
いつまでも元気でいてほしいものだ。

この手帳を見かけたらご協力下さいこの手帳を見かけたらご協力下さいこの手帳を見かけたらご協力下さい

－ＮＴＴ電話お願い手帳－
　３月３日（火）、ＮＴＴ東日本岩手支店様より2009年度版の「電
話お願い手帳」をいただきました。
　この手帳は、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します。
　手帳は当協議会窓口で差し上げています。

　　盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2　TEL（651）1000）
　　盛岡市社会福祉協議会 玉山支所
　　　　　　  （玉山区渋民字泉田77-1　TEL（683）2743）

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.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。

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。

「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12月17日～平成21年2月3日（敬称略）

●一般寄付 単位：円
　社会福祉のために   
　船田１自治会     25,619
　工藤 昭視    100,000
　総合福祉センター補修準備積立金として
　うれし野こども図書室    30,000
●物品寄付
　老人福祉のために
　小さな親切運動岩手県支部 車いす１台
　曹洞宗第一教区寺族会  シーツ、綿毛布等191点
　亀山 文雄   尿とりパッド他60点
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  ５日（火）第47回鯉のぼり子どものつどい（盛岡城跡公園）
  ６日（水）第37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（火）平成21年度盛岡市児童福祉講演会（盛岡市総合福祉センター）

人権・生活相談のお知らせ
　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　4月8日（水）・5月13日（水）　10：00～16：00
・場　　所　盛岡市玉山総合福祉センター　

　盛岡市社会福祉協議会では、毎月第3金曜日に司法書士による、人権、相続等に関
わる相談を行っています。
・日　　 時　4月17日（金）・5月15日（金）　10:00～16:00
・場　　 所　盛岡市都南総合支所

心配ごと相談のお知らせ

「開運橋花壇クラブ」会員募集
　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。
募集期間　随時
活動内容　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等の植え
付け、11月にはチューリップの球根の植え付けなど植物の植え込みも行い
ます。

活動日時　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
活動場所　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3649）

イベント予告
こどもの日は盛岡城跡公園に集合！
～第４７回鯉のぼり子どものつどい～

　子どもたちが、元気いっぱい、思う存分楽しめる、愉
快な遊びの広場です。
　今年も、スタッフが子どもたちのために考えた楽しい
企画を用意して待っています。
と　き　５月５日（火）10時30分～15時30分
ところ　盛岡城跡公園（雨天時はホットライン肴町）
主　催　盛岡世代にかける橋

クイズに答えて景品ゲット！
第３７回歩け歩け運動　～クイズオリエンテーリング～
　高松の池から愛宕山展望台まで、クイズを解きながら
歩く「クイズオリエンテーリング」です。クイズの得点に応じ
て景品を獲得できます。ゴール地点の愛宕山展望台では
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（水）９時～
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）
※ 雨天時は、市立図書館駐車場でゲーム等を行います。
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

『ありがとう　つたわるこころが　うれしいよ』
（平成２１年度「児童福祉週間」の標語  最優秀作品）

　児童福祉講演会
　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
童を取り巻くいろいろな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（火）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、盛岡市
　　　　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

修学資金　利用のご案内
　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児童福祉課（TEL（651）4111）
へご相談ください。
●貸付内容
・貸付限度額　修学費　高校（月35,000円） 短大（月60,000円） 大学（月65,000円）
　　　　　　　就学支度費 500,000円以内
・償 還 期 間 20年以内（卒業後６ヶ月据置）
・貸 付 利 率 無利子
・詳しくは 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玉山支所　　TEL（683）2743

平成２１年度盛岡市児童福祉週間

綱引きに勝ち、歓声を上げる子どもたち

雨天のため、ゲーム大会となった
去年の様子

※開会時刻は変更する場合があります。

　盛岡市社会福祉協議会では、当協議会発行の会報
誌「福祉もりおか」への広告掲載企業を募集しています。
・年間6回（原則として奇数月の15日）発行
・１回あたり約125,000部発行
・盛岡市内全世帯配布（一部の町内会は回覧）
・タブロイド判　４ページ
・1回あたりの広告料及び広告掲載スペース
  100,000円　　横 約243mm×縦 約129mm
    50,000円　　横 約119mm×縦 約129mm

申し込み・掲載基準等についてのお問い合わせは、
盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　まで
盛岡市若園町2番2号　　TEL （651）1000

広告スペース
約243mm×約129mm

事業のPR活動に広告をご活用下さい 広告
募集
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