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盛岡市総合福祉センター

福祉作文・福祉標語を朗読発表する最優秀賞者。
左上から横に、山﨑菜々子さん、両角香桜里さん、藤澤菜穂さん、
二又成都さん、原 悠祐さん、佐藤志菜さん、中村勇汰さん

第48回盛岡市社会福祉大会

ふれあいが広がる「もりおか」に

10月22日、岩手県民会館大ホールに福祉関係者など約800名が集まり第48
回盛岡市社会福祉大会が開催されました。
はじめに桑島博盛岡市社会福祉協議会会長から「市民の誰もが安心・安全に
暮らせる地域づくり実現のために、市民一人ひとりの支え合い活動の推進を
図っていきたい」と挨拶があり、続いて社会福祉活動に尽くされた85名、11
団体と福祉作文・福祉標語コンクールで最優秀賞に選ばれた児童生徒7名への
表彰が行われました。（表彰者名を２面に掲載）

大

会

宣

言

今日、
急速に進行する少子高齢社会の中で、
地域の連帯感の希薄化や生活様
式の変化などを背景として、
わたしたちの生活を取り巻く環境は大きく変化しており
ます。
また、依然として低迷する社会経済情勢の中で、地域社会においては、様々
な福祉需要が顕在化しているところであり、
公的な福祉サービスだけでは対応でき
ない多様な生活課題が提起されております。
その中で、盛岡市地域福祉活動計画をもとに、
自分たちのまちづくりについて主

このあと、福祉作文・福祉標語の朗読発表がなされました。
最後に、「支え合う地域社会の実現に向けて努力すること」を誓う大会宣言
を発表して式典を終了しました。
このあとの記念講演では、女優でヘルスカウンセラーの石井苗子さんが「ス
トレス社会に生きる」と題して講演を行い、「ストレスはコントロールするも
のである」ことや、うつの症状に該当する20項目を紹介し、いくつ該当する
ものがあるか来場者に問いかけるなど、会場を和ませながら、ストレスと上手
に付き合う方法などをお話いただきました。
（２面に続く）

体的に活動を展開し、
自らの生活課題の掘り起こしと、
そこで暮らす人々の良好な
交流と相互の支え合いによるまちづくりを進めることが望まれております。
本大会は、
地域福祉の向上と、
よりよい地域社会の構築を目指し、
多くの市民が
福祉活動へ参画する機会とするとともに、年齢や障がいの有無にかかわらず、
だ
れもが住み慣れたこの盛岡で、
安心した生活を送ることができるよう、
支え合う地域
社会の実現に向けて努力することを誓い、
宣言します。
平成21年10月22日
第48回盛岡市社会福祉大会
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第48回盛岡市社会福祉大会で表彰された方々は次のとおりです。
澤口 正良
盛岡市町内会連合会
北厨川地区自治福祉協議会
関山 文子
伊東 徳也
土淵地域活動推進協議会
中屋 明子
簗川地区福祉推進協議会
城内 美徳
盛岡市手をつなぐ育成会
共同募金運動推進団体
紺屋町町内会
都南第五区町内会
津志田南町内会
ハウディ黒川自治会

■平成21年度盛岡市
福祉作文・福祉標語 最優秀賞

■社会福祉協議会褒賞
吉野ふき子
澤野 悠子
吉田 サメ
中込美貴子
澤口 陽子
佐々木博子
佐藤八重子
中島 貞子
鈴木千江子
佐々木幸子
齊藤 リヨ
及川 妙子
吉田 宣子
平澤 文子

■福祉標語
・小学校低学年︵1〜2年︶
の部
二又 成都︵河北小学校2年︶
︻作品︼ ゆずりあい やさしい気もちに なれました
・小学校中学年︵3〜4年︶
の部
原
悠祐︵手代森小学校4年︶
︻作品︼ さりげなく 手伝う心 あったかい
・小学校高学年︵5〜6年︶
の部
佐藤 志菜︵手代森小学校6年︶
︻作品︼ やさしさが さしのべた手に 通い合う
・中学校の部
中村 勇汰︵河南中学校1年︶
︻作品︼ ﹁大丈夫？﹂ その一言に 救われた

■社会福祉協議会会長表彰
民生児童委員15年以上
加藤登見子
仁王地区民協
今松 晴美
米内地区民協
大槻 忠士
緑が丘地区民協
大越由紀子
みたけ厨川地区民協
佐々木昭吉
西厨川地区民協
古川 公子
太田地区民協
北舘サキ子
仙北地区民協
佐藤ヒサヨ
巻堀地区民協
社会福祉法人・社会福祉施設等の役職員
和山 裕子
岩手県社会福祉事業団
佐藤 香里
岩手県社会福祉事業団
小野寺幸男
盛岡市民福祉バンク
井上 美香
天昌寺福祉会
坂川樹美子
岩手愛児会
駒沢 直樹
岩手愛児会
岡崎
竜
岩手愛児会
工藤 リセ
岩手更生会
杉江 幸大
岩手和敬会
神戸
歩
岩手和敬会

藤原 智子
岩手和敬会
渡邊美奈子
岩手和敬会
工藤 啓子
岩手和敬会
佐藤 克弥
岩手和敬会
久保
悟
岩手和敬会
大鷲 正明
岩手和敬会
竹村まつえ
岩手和敬会
阿部耕二郎
岩手和敬会
黒丸 仁美
玉山秀峰会
工藤 雅夫
自立更生会
菊池
功
盛岡市社会福祉協議会
工藤 彰子
盛岡市社会福祉事業団
伊五澤水穂
盛岡市社会福祉事業団
武蔵 文武
盛岡市社会福祉事業団
菊池 賀子
盛岡市社会福祉事業団
志知 和枝
盛岡市社会福祉事業団
佐々木光祥
盛岡市社会福祉事業団
通清水隆行
盛岡市社会福祉事業団
齋藤 吉夫
千晶会
亀井 良子
千晶会
吉田 洋治
千晶会
西崎 多尋
千晶会
奈良 洋二
千晶会
小笠原美保子
千晶会
佐々木浩子
千晶会
藤澤 政人
藤実会
久慈
功
藤実会
藤澤 栄耕
藤実会
中村 洋子
藤実会
藤澤 好子
藤実会
社会奉仕・ボランティア活動
佐藤
修
盛岡市町内会連合会

■福祉作文
・小学校低学年︵1〜2年︶
の部
本宮
南︵手代森小学校2年︶
︻題名︼ わたしのおばあちゃん
・小学校中学年︵3〜4年︶
の部
山﨑 菜々子︵手代森小学校4年︶
︻題名︼ 手から心へ
・小学校高学年︵5〜6年︶
の部
両角 香桜里︵手代森小学校6年︶
︻題名︼ おばちゃん︑
ありがとう
・中学校の部
藤澤 菜穂︵大宮中学校3年︶
︻題名︼ 心のバリアをなくす

■盛岡市長感謝状
佐々木郁子
桜城地区民協
杉村
司
山岸地区民協
鈴木 正子
青山地区民協
晴山 貞美
河南地区民協
長谷 雄二
簗川地区民協
藤原 節子
仙北地区民協
藤原テイ子
仙北地区民協
渡邊
勉
見前地区民協
福田
功
渋民地区民協

■中央共同募金会感謝状
（株）岩手銀行
（株）北日本銀行
表千家流水月会岩手支部
盛岡市歳末たすけあい演芸会実行委員会
■岩手県共同募金会感謝状
（株）東北銀行
表千家万掬会
玉山区女性団体協議会

低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯に低利で貸付する
「生活福祉資金貸付制度」の要件が緩和されました。
■制度の主な改正点

■生活福祉資金貸付条件等一覧（平成21年10月改正）

（1）
資金種類の整理・統合
貸付資金種類が10種類から４種類へ再編 （右表の
とおり）
（2）
総合支援資金を創設

資

１ 総合支援資金
生活支援費

金

種

貸

類

付

限

生活再建までの間に必要な生活費用

住宅入居費

敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

40万円以内

て直しの為の就労支援・家計簿指導と合わせて生活

一時生活再建費

生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

60万円以内

費や一時的な資金貸付を行います。
年３％ →１.５％または無利子となります。

２ 福祉資金
福祉費

日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要で
あると見込まれる費用
生業を営むために必要な経費

□連帯保証人を立てない場合は1.5％

技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必
要な経費

ライムレートのいずれか低い利率。緊急小口資金は連帯
保証人なしで無利子。教育支援資金は無利子です。

連帯保証人
あり
無利子
連帯保証人
なし 年1.5％

（460万円）

（20年）

技能を習得する期間が6月程度130万円以内･1年程度220万円以内･
（8年）
2年程度400万円以内･3年程度580万円以内

福祉用具等の購入に必要な経費

（170万円）

障害者用自動車の購入に必要な経費

（250万円）

介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費

３ 教育支援資金

20年以内
※以下は目安

（250万円）

負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費

緊急小口資金

20年
以内

580万円以内
※以下は貸付上限額の目安

住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費

中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費

貸付条件などの詳細につきましては資金種類により異なり
ますのでお問い合わせください。
●盛岡市社会福祉協議会・在宅福祉課 TEL 651-1000
●岩手県社会福祉協議会・地域福祉企画課 TEL 637-4466

償還期間 貸付利子

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金

□連帯保証人を立てる場合は無利子
ただし、不動産担保型生活資金は年3％または長期プ

額

（二人以上）月20万円以内（単身）月15万円以内 ※貸付期間:12月以内

失業や収入減により生活困窮世帯に対して生活の立

（3）
貸付利子及び連帯保証人の要件の緩和

度

失業者等、
日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費
及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金

（513.6万円）
療養期間(介護サービスを受ける期間）
が１年を超えない
とき170万円以内
1年を超え1年6月以内であって世帯の自立に必要なとき
は230万円以内

（7年）

連帯保証人
（8年） あり
無利子
（8年）
（10年）
（5年）

連帯保証人
なし
年1.5%

（150万円）

（7年）

冠婚葬祭に必要な経費

（50万円）

（3年）

住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費

（50万円）

（3年）

就職、技能習得等の支度に必要な経費

（50万円）

（3年）

その他日常生活上一時的に必要な経費

（50万円）

（3年）

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

10万円以内

8月以内

無利子

20年以内

無利子

借受人の
死亡時
など貸付契約
終了時

年３％、又は
長期プライム
レートのいず
れか低い利率

低所得世帯対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金

教育支援費

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学
するのに必要な経費

就学支度費

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費

(高校）
月3.5万円以内・(高専)月6.0万円以内
(短大)月6.0万円以内・(大学)月6.5万円以内
50万円以内

４ 不動産担保型生活資金
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として
不動産担保型生活資金 生活資金を貸し付ける資金

土地の評価額の7割程度。 月30万円以内

要保護世帯向け不動産担 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として
生活資金を貸し付ける資金
保型生活資金

居住用不動産の評価額の7割程度
（集合住宅は5割）
貸付基本額の範囲内
（生活扶助額の1.5倍以内）
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「言葉が出ない人が、ニコニコして傍に居たらポツポツと話し
だした」

れ
もっとひろが 輪
ボランティアの

「認知症が進んでいる女性が、母親に対する感謝の気持ちを
目を潤ませて話してくださった」
「お話が終わって、帰る時に何度でも来てね、今度来るときは

福祉もりおか No.148

あなたの力を

ボランティアへ

旦那さんも連れてきなさいと手を握ってくれた」
「歌を一緒にうたった。そして帰るとき、外まで出てみえなくな

みんな話したがっている…

るまで見送ってくれた」
相手が傾聴を受け入れてくれたことに、むしろ傾聴側が感

傾聴ボランティアもりおか

動し、自信と勇気をもらったような気がするといった声が相次

「傾聴の基本は、Not Doing But Being。相手になんに
もしなくていいから、一緒に居てお話を聴いてあげることで
すよ！」̶ 。
「傾聴ボランティア養成講座」で鈴木絹英先生
（ホールファミリーケア協会理事長）の言葉だ。

いだ。
独り暮らし高齢者や認知症の人などを対象にした傾聴ボラ
ンティアはまだ普及が進んでおらず、高齢社会の中でその活
動の輪がひろがることが求められている。

独り暮らし高齢者や認知症の人など、話す機会の少ない
人が今の社会にはたくさんいる。そういう人たちの話の聴き
役になってくれるのが傾聴ボランティア。心配ごと悩みごと、
昔の思い出話、自慢話、そしてくり返し話…。それに対して傾
聴ボランティアは、それならこうしましょう、ああしましょうな
どと言わない。ひたすら聴く。
「話す人が気持ちよくなるよう

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して
います。
「どういうボランティアが ある
の？」
「このボランティア団体を見学
（または参加）したい」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
（TEL651-1000）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！
！

に…」
（鈴木先生）。
しかし、聴くことに徹するのは容易ではない。それ相応の
知識と手法、経験が必要だ。「傾聴ボランティアもりおか」
の会員は、「傾聴ボランティア養成講座」（いわて生協主
催）の基礎講座25時間とステップアップ講座６時間を受
講。地域の社会福祉協議会にボランティア登録し、この４月
から老人福祉施設などに出向いて実践を重ねている。
先頃行われたステップアップ講座で実践を経験した会員
から体験発表があった。

秋の清掃
ボランティア活動

ロールプレイングでさまざまなケースの傾聴を学ぶ

傾聴ボランティアもりおか
（盛岡市三本柳４-14-２）
会
電
会

長 ： 藤原 一高（かずたか）さん
話 ： 639-1236 ／ 090-2983-5624
員 ： 約30名（岩手県内各地）

ふれあい・いきいきサロン
活動交流会

事例発表

盛岡市子ども会育成会連絡協議会主催の
が10月18日に高
「秋の清掃ボランティア活動」
松の池公園で行われました。時折小雨が降る天
気にもかかわらず、上田地域を中心とした子ども
会の児童、世話人など約120名が参加し、ペット
タバコの吸殻などのゴミ拾いを行
ボトルや空き缶、
いました。

盛岡市老人作品展

ワークショップ

を行って
「ふれあい・いきいきサロン活動」
高齢者や幼児を対象に
またこれからサロン活動を始
いる町内会関係者や民生児童委員、
めてみたいと考えている方80名が参加して、8月29日、盛岡市総合
（盛岡市社
「ふれあい・いきいきサロン活動交流会」
福祉センターで
を開催しました。
会福祉協議会主催）
永井地区、米内地区、好摩地区から活動事例の発表のあとに、
「サロン開催の方法」について、意見
参加者がグループに分かれて
交換を行いました。

盛岡市ボランティアまつり
「ふれあい広場」

松本哲也さんのミニライブ

市制施行120周年記念

盛岡市ボランティアまつり
「ふれあい広場」
（主催：盛岡市ボランティア連
絡協議会、盛岡市社会福祉協議会）
が9月26日、
ふれあいランド岩手で開
催され、
約1,500人が訪れました。
屋外では、
シンガーソングラ
イターの松本哲也さんのミニラ
イブやフリーマーケット、
バザー
のほか、
わくわく子どもランド、
屋台村などのコーナーが設け
られ、
にぎわいました。
また、屋内でもボランティア
体験コーナーが設けられ、多く
の方が「ボランティア」
を体験
しました。
わくわく子どもランド

10月20日から22日まで盛岡市総合福祉セン
ターで、第46回盛岡市老人作品展（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）が開催されました。
作品展には、市内老人クラブや高齢者施設な
どから、絵画や書道、手芸、工芸など263人か
ら387点の作品が展示され、来訪者を楽しませ
ました。

社協特別賛助会員
ありがとうございます

【平成21年10月25日現在】

岩手県北自動車株式会社
巴染工株式会社
株式会社みちのく流通システム
株式会社恵工業

ま ご こ ろ

平成21年9月1日〜平成21年10月31日（敬称略）
「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。

●一般寄付
社会福祉のために
都南芸能協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・ 100,000円
めだかの会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・30,000円
藤村正秀 ・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・ 500,000円
●物品寄付
児童福祉のために
匿 名・
・
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・ジュニアシート 1台
株式会社サンキュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・ お菓子 145点
上林 瑞 ・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・ 紙おむつ 100点
ピップトウキョウ株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・車椅子 2台

zzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

玉山区自治会への除雪機貸出について
盛岡市社会福祉協議会玉山支所では、地域の高齢者世
帯等の除雪活動を行う玉山区内の自治会へ除雪機の貸出
をします。
貸出台数：3台（1自治会１台）
貸出期間：平成21年12月1日から平成22年3月31日まで
問い合わせ先：盛岡市社会福祉協議会 玉山支所
TEL 683-2743

相談窓口
盛岡市社会福祉協議会では、下記の相談窓口を設置しています。

《高齢者無料職業紹介所》

○求職…働く能力と意欲のある高齢の方に職業を紹介します。
・登録できる方 おおむね65歳以上の方
○求人…病院の付添いや家事の手伝い、草取り、庭木の手入れなど、人材を派遣します。
・派遣は有料となります
（料金は仕事の内容により異なります）
○相談日時 月〜金曜日 8：30〜17：00
（国民の休日、年末年始を除きます）

《結婚相談所》

幸せな結婚を望んでいる方のために、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します。
・結婚についての相談を受け付けます。
○相談日時 月・水・金 10：00〜16：00
（国民の休日、年末年始を除きます）

《心配ごと相談所》

市民のみなさんが抱える日常的な生活の悩み、家族問題など様々な相談をうかがい、解
決へのアドバイスをします。
○相談日時 月〜金曜日 10：00〜16：00
（国民の休日、年末年始を除きます）

ご相談は、
盛岡市社会福祉協議会
（TEL651-1000）
ヘ。

弁護士無料法律相談
盛岡市社会福祉協議会玉山支所では、弁護士による無料法律相談を行いま
す。（予約制）
日 時：平成21年11月25日（水） 午前10時から午後3時まで
場 所：盛岡市玉山総合福祉センター（玉山区渋民字泉田77-1）
定 員：８名（定員に達し次第締め切り）
予 約：盛岡市社会福祉協議会 玉山支所 TEL 683-2743

福祉除雪 雪かきボランティア募集
福祉除雪は、ひとり暮らしの高齢者や障がい者な
ど除雪困難な世帯であり、かつ、地域や家族などの
協力を得られない世帯から依頼があった際に、主に
玄関から道路までの範囲など、日常生活に支障がある
部分の除雪を行うものです。社会福祉協議会では、
除雪に協力していただけるボランティア（団体・個
人）を募集しています。
詳しくは盛岡市社会福祉協議会（☎651-1000）
までお問い合わせください。

・訂正とお詫び・

・先号
（9月15日/No147号）
の2面「赤い羽根共同募金運動」の記事中、
「北松園おあそ
び工房」
を
「北松園あそび工房」
と掲載しました。お詫びして訂正します。
・3面「もっとひろがれボランティアの輪」の記事中、本の冊数の冊の字が旧字体
（册）
でし
た。訂正します。

地球環境に配慮し、古紙配合率100％再生紙に大豆油インキで印刷しています。

盛岡市歳末たすけあい運動
歳末たすけあい運動が12月1日から12月28日まで行
われます。
町内会・自治会を通じて募金のお願いをいたしますの
で、今年も皆さんのご協力をお願いいたします。
お問い合わせ・義援金は下記あてにお願いします。

お問い合わせ・義援金の受付場所
盛岡市社会福祉協議会
岩手県共同募金会盛岡市分会
盛岡市若園町2-2盛岡市総合福祉センター内 TEL 651-1000
（玉山区）
盛岡市玉山区渋民字泉田77-1
盛岡市玉山総合福祉センター内 TEL 683-2743

■盛岡市歳末たすけあい演芸会

時：平成21年12月4日
（金）11：00開演
所：岩手県民会館大ホール
容：踊り、コーラス、ダンスなど
催：盛岡市歳末たすけあい演芸会実行委員
会（構成団体：盛岡市地域女性団体協
議会、盛岡市母子寡婦福祉協会、盛岡
地区更正保護女性の会、盛岡市退職女
性教職員の会）
共 催：盛岡市町内会連合会、盛岡市民生児童
委員連絡協議会、盛岡市社会福祉協議会
入場料：無料
（入場整理券を盛岡市社会福祉協議会、盛岡市社会福祉協議会玉山
支所で配布しています。入場整理券をお持ちになる際に、歳末たすけあい運動
の趣旨にご賛同いただき、一口500円の募金協力をお願いします。）
日
場
内
主

■玉山区婦人チャリティーショー

毎年恒例の玉山区婦人チャリティーショーが今年も
開催されます。玉山区の各地区女性団体を始め、各種
団体の皆さんが歌や踊りをご披露します。益金は、歳末
たすけあい運動へ寄付されます。皆さんのご来場をお待
ちしています。
日 時：12月6日
（日）開場9：30 開演10：00
場 所：盛岡市渋民文化会館 姫神ホール
主 催：玉山区女性団体協議会
内 容：踊り・歌・ダンス など
入場料：一人 500円（当日券 600円）
問い合わせ先：渋民公民館
TEL 683-2354

■母子父子「親と子のクリスマス会」

盛岡市母子寡婦福祉協会では、母子父子世帯を対象とした「親と子のクリス
マス会」を開催します。ゲーム等盛りだくさんな内容を企画中ですのでお楽し
みに。
日 時：12月13日
（日）13：00〜15：30
場 所：盛岡市総合福祉センター
対 象：中学生までの子どものいる母子父子世帯
参加費：無料
申 込：11月30日までに、盛岡市社会福祉協議会へお申込みください。
盛岡市社会福祉協議会 TEL 651-1000

■企業ＮＰＯ合同研修交流会
「地域通貨を学ぼう！」

と き：11月28日
（土）13：30〜16：55
ところ：盛岡市勤労福祉会館 4階会議室
内 容：講演会、事例発表、パネルディスカッション
講 師：NPO法人 都岐沙羅パートナーセンター 理事 大滝 聡 氏
テーマ
「人と人を結ぶ暖かい通貨・都岐沙羅マネーキサラ」
定 員：70名
申込先：もりおかNPO連絡協議会（プラザおでって1階もりおか市民活動支援室内）
電話 050-7574-7674 FAX 651-0646
E-mail info@morioka-npo.net

寒い夜は星がよく見えますが、10月のオリオン座流星群を見ようと思い、夜中に外に出て眺めてた
のですが、寒さに耐えきれず、数十分で家の中に戻ってしまいました。次の流星群は12月14日がピー
クのふたご座流星群とのことです。次回は完全装備で流星を眺めたいと思います。
（Ｋ）

●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。

