ま ご こ ろ
盛岡市社会福祉協議会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。平成22年8月21日〜平成22年10月25日（敬称略）

●一般寄付
総合福祉センター補修準備積立金として
盛岡市ボランティア連絡協議会（ボランティアまつり）
・・・・・・・・・・ 55,200円
社会福祉のために
めだかの会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円
福士リサ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円
煎茶道三彩流彩茗会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80,000円
ひまわりグループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20,000円
●物品寄付
児童福祉のために
株式会社サンキュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お菓子1,482点
障がい者福祉のために
ピップトウキョウ株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 車いす2台
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福祉除雪ボランティア募集
盛岡市社会福祉協議会では、除雪に困って
いる高齢者世帯や障がい者世帯に対して、雪
かきを無償で行う
「福祉除雪」にご協力いただ
ける個人、団体、施設ボランティアを募集してい
ます。
お問い合わせ・お申し込みは盛岡市社会福
祉協議会地域福祉課
（TEL651-1000）
へ。

催し案内 12月〜1月
■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・盛岡市・盛岡市社
会福祉協議会では、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。
（土）
午後1時から午後3時30分まで
日 時：12月11日
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
写真は昨年のクリスマス会の様子
参加費：無料
申し込み：11月30日までに、盛岡市社会福祉協議会在宅福祉課
（TEL 651-1000）
へ。
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■盛岡市子ども会議

各地区子ども会の活動事例発表や、子ども会
活動の計画・実践についての情報交換などが子
どもたちの運営で行われます。
（日）
日 時：1月16日
午後１時から午後3時40分まで
場 所：盛岡市総合福祉センター
対 象：各単位子ども会代表及び世話人、子ど
写真は昨年の事例発表の様子
も会関係者
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）へ。

社会福祉協議会の相談窓口
＜相談電話 ６５１−１０００＞

《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。
登録できる方はおおむね65歳以上の方です。
○求 人：病院の付添いや家事の手伝い、草取り、庭木の手入れなどに、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 午前8時30分から午後5時まで
（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。
○相談内容 結婚についての相談を受けます。
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。
○相談日 月・水・金曜日 午前10時から午後4時まで
（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 月〜金曜日 午前10時から午後4時まで
（国民の休日、年末年始を除きます）

司法書士による人権・相続相談
司法書士による、人権、相続等に関わる相談を行います。
（金）午前10時から午後4時まで
相談日時：12月17日
1月21日（金）午前10時から午後4時まで
場
所：盛岡市役所都南総合支所（津志田14-37-2）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会在宅福祉課 TEL 651-1000

■第18回岩手県障がい者文化芸術祭

■作品展示
場
所：ふれあいランド岩手（三本柳8-1-3）
（日）
〜12月5日
（日）
展示期間：11月28日
展示内容：絵画・書道・写真・工芸・文芸など
■ふれあい音楽祭
場
所：ふれあいランド岩手（三本柳8-1-3）
（金）午後10時から午後4時まで
日
時：12月3日
12月4日
（土）午前10時から午後3時まで
お問い合わせは、岩手県障がい者社会参加推進センター実行委員会事務局（TEL 637-5055）
へ。

■訪問入浴サービスのご案内

盛岡市社会福祉協議会では、寝たきりの高齢者や重度の障がいの
ある方の自宅へ入浴車が訪問して、入浴のお手伝いをします。
内容：入浴前に血圧や体温を測定し、看護師、介助員が
入浴のお手伝いをします。
利用料金：1回1,250円（清拭、部分浴は875円）
ご利用に関するお問い合わせは、盛岡駅西口訪問入浴介護サービス事
業所（TEL 653-3013）へ。

人権・生活相談
人権、日常的な生活について、人権擁護委員が相談を受けます。
相談日時：12月8日
（水）午前10時から午後4時まで
1月12日（水）午前10時から午後4時まで
場
所：盛岡市玉山総合福祉センター（渋民字泉田77-1）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL 683-2743

■「奄美地方大雨災害義援金」募集

玉山区自治会への除雪機貸出
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除雪機を玉山区内の自治会へ
貸し出しをします。
貸出台数：3台（1自治会１台）
貸出期間：平成22年12月1日から平成23年3月31日まで
申し込み：盛岡市社会福祉協議会玉山支所
TEL 683-2743

福祉もりおか広告募集
盛岡市社会福祉協議会では、「福祉もりおか」への広告掲載
企業を募集しています。
・年5回発行
・盛岡市内全戸配布（一部回覧）
・発行数1回約125,500部
・広告料（1回） 50,000円（縦64mm×横243ｍｍ）
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まで。
TEL 651-1000

シニアの皆さん、ポケットビリヤードにチャレンジ
してみませんか。
日 時：第2期生 12月15日から
毎週水曜日14時〜16時（月4回）
第3期生 12月16日から
毎週木曜日14時〜16時（月4回）
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
参加費：月2,500円（道具貸料を含む）
申し込み：12月8日までに、お名前、住所、連絡先電話番号を電話またはFAXでお
申し込みください。（TEL/FAX 697-7135）

福祉もりおか

表紙

平成22年10月22日の記録的大雨による鹿児島県奄美地方の大雨災害への義援金の受
付をしています。
募集期間：11月30日まで
受付場所：岩手県共同募金会盛岡市分会
（盛岡市社会福祉協議会内）
盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター
TEL 651-1000
振込の場合は次の口座へお願いします。
鹿児島銀行 県庁支店 （普）
1274171 福）
鹿児島県共同募金会
南日本銀行 県庁支店 （普）
1128402 福）
鹿児島県共同募金会
ゆうちょ銀行 01740-0-71 福）
鹿児島県共同募金会 災害義援金
※全国のゆうちょ銀行間の振込手数料が受付期間中は無料となります。

いよいよ本格的に冬間近となってきましたが、家の中も朝晩はストーブの暖かさがあり
がたい季節となりました。
先の盛岡市社会福祉大会で福祉作文・福祉標語の朗読発表が行われ、市内小中学校の
児童生徒が家族のことや人への優しさについての作品を朗読しました。21世紀を担う子
どもたちが、福祉の社会を築きたいという気持ちを表した作品ばかりです。
今回作品を掲載していますが、盛岡の未来に期待を持たせる内容に心温まった方も多
いのかなと思います。
（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
広告スペース

縦64mm×横243mm

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。

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。
次回の「福祉もりおか」発行は、1月15日です。

盛岡市社会福祉協議会

盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター
TEL：０１９
（６５１）
１０００ FAX：０１９
（６２２）
４９９９

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

10月25日、岩手県民会館大ホールに福祉関係者など1,200名が集まり第49回盛
岡市社会福祉大会が開催されました。
初めに桑島博盛岡市社会福祉協議会会長から
「地域福祉の推進にかかわる多くの
市民の方々と協働しながら支え合いの地域づくりの実現に努めたい」
とあいさつがあり、
続いて社会福祉活動に尽力された91名、4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8名への表彰が行われました。
このあと、福祉作文・福祉標語の最優秀賞作品が朗読発表され、会場から子どもた
ちへ大きな拍手が送られました。
また、
「地域内住民の良好な交流と相互の支え合いによ
るまちづくり」
を誓う大会宣言が採択され式典を終えまし
た。
記念講演では、元ＮＨＫアナウンサーの宮川泰夫さんが
『〜「のど自慢」12年の旅から〜 であいふれあいひびき
あい』
と題して講演を行い、
「 歌は心の栄養となる。それが
人の気持ちを幸せにする。幸せそうな人の顔を見ると元気
になる。福祉も同じで、地域こそが人の心の栄養をはぐくむ
原点であり、地域が人を幸せにできる」
と話していました。
記念講演講師の宮川泰夫さん

■ビリヤード講習会

写真は昨年の活動の様子

社会福祉
法
人

第49回盛岡市社会福祉大会表彰者
■市長感謝状
カッコ内は地区民協名
渡邊キミ子（仁王）
行壽 操江（桜城）
古谷廣太郎（同）
武藏 タカ（同）
小野 チエ（同）
田鎖 庄司（米内）
鎌田まき子（上田）
及川 葉子（同）
佐藤 典子（緑が丘）
下川 陽子（同）
及川 麗子（松園）
岩崎 惠美（同）
長山 吉志（同）
髙林 耕作（同）
大山 弘子（同）
浅利 博子（同）
平田 幸稔（同）
菊池 京子（青山）
佐々木利可（同）
高橋 章子（同）
村上 良治（東厨川）
鈴木 妙子（西厨川）
熊谷 正臣（太田）
志村麻里子（城南）

内田 信子（同）
十河 節子（同）
小川 圭介（同）
細野 良市（河南）
吉田 正士（同）
松尾 馨子（本宮）
藤川 キヱ（見前）
佐々木リツ子（津志田）
山田チセコ（同）
小笠原ハツエ（永井）
佐賀 和子（同）
藤村 正一（乙部）
小綿 千代（巻堀）
川崎 雅子（同）
福本 章子（同）
米田 富安（同）
岩崎 正江（同）
坂本
忠（渋民）
佐藤サツ子（津志田）
浅沼 陽子（飯岡）
花坂 洋行（渋民）
■会長表彰
カッコ内は地区民協・団体名
中澤智香子（桜城）
今野 紀子（みたけ厨川）
吉田 將次（同）

盛岡市

歳末たすけあい運動

晴山 貞美（河南）
朝賀 隆之（育心会）
高橋 勝子（同）
、
立柳
学（同）
白藤みつえ（同）
、
田中さとこ（同）
中安 福子（同）
小林
理（岩手県社会福祉事業団）
矢吹 裕哉（岩手県立療育センター）
佐々木竹千代（盛岡市民福祉バンク）
伊藤 裕二（同）
竹田
忍（岩手愛児会）
山崎
聡（千晶会）
奥友 康喜（同）
、
吉田 末子（同）
及川ムツ子（同）
、
大畑 信子（同）
宇部 弘子（天昌寺福祉会）
浅沼 和志（盛岡市社会福祉事業団）
松尾 道子（玉山手をつなぐ親の会）
佐藤 文夫（同）
小島 伸公（岩手県視覚障害者福祉協会）
鎌滝マツエ（盛岡市少年指導員連絡協議会）
陣場喜三郎（同）
山本 シサ（盛岡市母子寡婦福祉協会）
齊藤 文三（盛岡市老人クラブ連合会）
菊池加志穂（同）
、
栃内 淳志（同）
木村
祐（同）
、
近江 盛雄（同）
山内
隆（同）
大通一丁目町内会

作文・標語
コンクール入賞者
■福祉作文
小学校低学年の部
最優秀賞 松園小学校1年
優秀賞 松園小学校2年
小学校中学年の部
最優秀賞 松園小学校4年
優秀賞 玉山小学校4年
優秀賞 見前南小学校4年
佳 作 松園小学校3年
佳 作 見前南小学校3年
佳 作 見前南小学校3年
小学校高学年の部
最優秀賞 松園小学校6年
優秀賞 松園小学校5年
中学校の部
最優秀賞 米内中学校2年
優秀賞 城西中学校3年
優秀賞 米内中学校1年

日

時：12月5日
（日）
午前10時開演
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：1人 500円（当日券600円）
収益金は歳末たすけあい義援金とし
て寄付されます。
問い合わせ：渋民公民館 TEL 683−2354
日

高橋 真希
照井 美妃
狩野 成昭
小原
桜
佐々木美優
前山 楓歌
安藤 隆弘
小西健太郎
若佐 礼奈
千葉アキラ
赤坂 武蔵

橋場 真生
山崎 未来
中村
綾

濱
勝瑛
上関 咲空
日野杉 鈴
佐川 喜治
鷹嘴
天
柳澤
湯澤
平澤
山内
米澤

百合
匠
あき
太智
恵

菱田 初美
平野原 渉
小野寺 怜
高橋 卓也
久保 美波
菅田和可子
武田
明
豊間根広大
谷藤亜沙美
鳥内 清楓
鈴木 幸大
坂井 麻衣

歳末たすけあい演芸会

婦人チャリティーショー

写真は昨年のチャリティーショーの様子

阿部 光咲
三浦 香穂

佳 作 米内中学校3年
佳 作 城西中学校1年
佳 作 米内中学校1年
■福祉標語
小学校低学年の部
最優秀賞 玉山小学校2年
優秀賞 玉山小学校2年
優秀賞 玉山小学校2年
佳 作 松園小学校2年
佳 作 松園小学校1年
小学校中学年の部
最優秀賞 玉山小学校4年
優秀賞 玉山小学校4年
優秀賞 松園小学校3年
佳 作 松園小学校4年
佳 作 玉山小学校3年
小学校高学年の部
最優秀賞 見前南小学校6年
優秀賞 玉山小学校5年
優秀賞 見前南小学校5年
佳 作 見前南小学校6年
佳 作 緑が丘小学校6年
佳 作 緑が丘小学校6年
中学校の部
最優秀賞 米内中学校3年
優秀賞 米内中学校3年
優秀賞 城西中学校2年
佳 作 米内中学校3年
佳 作 城西中学校2年
佳 作 城西中学校2年

盛岡市

玉山区

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。
お問い合わせは下記までお願いします。
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

みたけ東町内会
みたけ六丁目町内会
つなぎ町内会
■会長褒賞
中村
良、
中村 節子、
斎藤
健、
浅沼 幸助、
大澤 慶子、
福士 加代、
藤澤ミヱ子、
齊藤 次夫、
中村 明美、
滝浦 チエ、
吉田カヨ子、
一笠喜代治

時：12月9日
（木）
午前11時開演

場 所：岩手県民会館大ホール
内 容：踊り、
コーラス、
ダンスなど
主 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、
写真は昨年の歳末たすけあい演芸会の様子
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（入場整理券は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。その際には、歳末たすけあい運動の趣
旨にご賛同いただき、1口500円を目安とした募金協力をお願いしま
す。）

福祉標語
最優秀賞作品

玉山小学校二年
濱
勝瑛

気もちをみんなで つなごうよ

小学校低学年の部

たすけあう
小学校中学年の部
玉山小学校四年
柳澤 百合

支えるつえより

小学校高学年の部

お年より
中学校の部

見前南小学校六年
菱田 初美

支える手

米内中学校三年
武田 明

わたしは何を言えばいいのか分からなくなっ
てしまった︒
そんな中 ︑﹁おはよう︒﹂とても明るくハキハ
キした声で看護師さんは言った︒患者さんは言
い返すことはできなかったが︑
ニコッと笑ってい
た︒そして起き上がり︑くしで自分の髪をとか
し始めた︒
わたしは︑さっきまで︑不 自 由でかわいそう
だ︑毎日暗い気持ちで生きていると決めつけて
しまっていた︒
しかし︑本当はできるだけ自分のことは自分
でやろうと努力し︑
わたしは一生懸 命生きてい
るように見えた︒
その後も︑
わたしは看護師さんに教わりなが
ら車いすを押したり︑
ご飯を食べさせたりした︒
少しずつスプーンでやわらかいご飯を何度も口
へ運んだ︒
﹁おいしいですか︒﹂と︑緊張しながら聞くと︑
ニ
コッと笑ってくれた︒その笑 顔がとてもうれし
かった︒
一日︑体験させてもらったことでお年寄りに対
する考え方が大きく変わった︒
そして何より︑
わたしは看護師という仕事に
魅力を感じた︒看護師は元気に明るく︑笑顔で
看護をすることが大切だと言っていた︒笑顔で
看護をするから︑患者さんは笑顔になり︑
お互
い気持ち良く過ごせる︒笑顔はとても良いもの
で︑
とても大切なものだと強く感じた︒
それと︑
チームで協力し︑自分勝手な判断を

﹁また来てね﹂ 別れの握手が あたたかい

血液センターはとても大きな建物でした︒中に
入ってみると血液で作った薬品が十個くらい展示
してありました︒血液で作った薬品なので赤いと
思っていたのに黄色の薬品がありました︒

夏休み中に︑
お母さんと妹と一緒に血液セン
ター見学会に参加してきました︒お母さんは病
院で働いていて︑輸血の検査をする事もあるの
で︑ぼくたちにも血液の事をわかってほしいと
思ったらしく︑
お母さんにさそわれて見学に行
きました︒

安藤 隆弘

盛岡市立松園小学校 六年

血液センターを見学して

小学校高学年の部

の音楽やお兄ちゃんのすきな消防車のサイレン
の音を聞かせてあげたいです︒でもむりなので︑
わたしが教えられるようにしたいです︒
わたしのお兄ちゃんは︑
とても明るいです︒障
がいを持っている人は︑
たいへんなことも多いと
思うけど︑
お兄ちゃんのように明るく生活して
ください︒
お兄ちゃんは︑消ぼう士になりたいと思ってい
ます︒ゆめがかなえられるようにがんばってほし
︵原文のまま︶
いです︒

﹁ほちょう き﹂に 私の気持ちを とどけたい

福祉作文
最優秀賞作品
小学校低学年の部

盛岡市立松園小学校 一年

わたしがおばあさんに
やってあげたいこと
阿部 光咲

﹁アソビサクルオンス︒﹂
とくに︑
わたしは︑
ひいおばあちゃんのなまり
で︑
このことばがすきです︒ひいおばあちゃんの
いえにいって︑
かえるときにいわれます︒
﹁また︑
あそびにきてね︒﹂
といういみです︒
このことばをきくと︑
ひいおばあちゃんが︑
わ
たしたちとまたあいたいというきもちが︑
つた
わってきます︒だから︑
わたしは︑
またあいたいと
おもうし︑
とおくにくらしているひいおばあちゃ
んとまいにちあえないのが︑
さびしくなります︒
ひいおばあちゃんは︑
みやもりに︑
おとうさん
のいちばんうえのおにいさんのかぞくとすんで
います︒わたしたちのかぞくがいくと︑
とてもよ
ろこんでくれます︒わたしがそばにいって︑﹁ ば
ばちゃん︑
おてだまをいっしょにやろう︒﹂
というとすぐに︑あそんでくれます︒おてだま
を四つどうじにつかえます︒だから︑わたしは︑
ひいおばあちゃんが︑おてだまめいじんだとお
もっています︒わたしは︑
はなれてすんでいても︑
ひいおばあちゃんがだいすきです︒
いままでは︑
でんわをしていたけど︑
一ねんせいになって︑
じょ
うずにひらがなをかけるようになりました︒だ
から︑
ありがとうのきもちをこめて︑
ひいおばあ
ちゃんにおてがみをかきたいです︒
︵原文のまま︶
小学校中学年の部
盛岡市立松園小学校 四年

ありがとうございます

盛岡市ボランティアまつり
「ふれあい広場」

・㈱岩手金属工業会館
・㈱岩手互助センター
・スーパーオートバックス盛岡南
・巴染工株式会社
・みちのくコカ・コーラボトリング㈱盛岡支店
・㈲盛岡レンガ
・菱和建設㈱
・㈱岩手朝日テレビ ・㈱みちのく冷熱
・㈱恵工業
・盛岡ターミナルビル㈱

紅梅クラブ
（岩城徹代表）
は、
７年前から高松４丁目岩大
紅梅寮前の団地住民を中心に「老いも若きもいつまでも住
み続けられる地域に」
を合言葉に始められたサロン。班内の
アパートの大家さんから部屋を提供していただいて毎週火
曜日に開催しています。
現在の会員は45名で、
このなかには若妻会15名の会員
がいて、親子で参加される会員も多く、気軽に集まれる世代
をこえたお茶飲み所となっています。
太田地区福祉推進会
（千葉幸子会長）
では、
自分たちの地
域が住みよい地域となるように「太田地区地域福祉活動計
画」
を策定しました。
昨年度から、
計画策定に向けてワークショップや検討会を重
ね、今年度赤い羽根共同募金の助成を受けて計画書が完成
しました。
「歴史豊かな自然を誇り 心を結ぶまち 太田地区」
を目標に、
各種の福祉活動を展開していく予定です。

わたしのお兄ちゃん

︵原文のまま︶

会場へ入って係の人からいろいろな説明を聞 しないことも大切だと言っていた︒看護師は助
きました︒輸血とは︑人間の血液は人工的には け合いが必要だと言う︒それは社会にも必要だ
作りだせないから病気や手術で少なくなった血 とわたしは思った︒
最後に看護師さんは話してくれた︒
﹁ 思うよう
液を他人から採って足してあげること︑
けん血
とは︑顔も名前も知らない患者に物をもらうた に動けなくなったり︑話すことがむずかしくなった
だれもが通る道なんだよ︒わたし
めではなく進んで自 分の血液をあげることだ りしていくのは︑
はそんな人たちを看護してあげたい︒﹂
と︒
ということがわかりました︒
看護師のみなさんは︑
とても優しく︑
思いやり
血液センターでは︑
けん血をしてもらった血
液を検査と保管をして︑病院で血液が必要に の心がわたしよりも何倍も強いのだと感じた︒
看護師はいつも人と接する仕事だから︑
とて
なったときに二十四時間いつでも届ける仕事を
その分だけやりがいを感じられる︑
しているのだそうです︒多くの人にけん血をし も大変だが︑
てもらうためにけん血バスを 各 地に走らせた すばらしい仕事だと思う︒
わたしも︑
看護師のような︑
とても優しく︑
思
り︑
けん血をしてもらった人にジュースやおかし
を食べてもらったり工夫しているそうです︒血 いやりの心が強い人になりたい︒そして︑助け合
お年寄りを助けれる人に
液センター内にもけん血ルームがあって︑実際に うことを大事にして︑
けん血をしている人を見せてもらいました︒う なりたい︒
では︑
今のわたしにできることは何だろうか︒
でに針をさしているので痛いのかなっと思ったけ
最近は機械が増え︑
便利になっている︒
れどとてもリラックスした顔をしていました︒針
でも︑
これは本当に便利なのか︒
とかも使い捨てなので安全面も気をつけている
お年寄りは慣れない機械に不便さを感じてい
のだとわかりました︒
血液の保管も気をつけているようでした︒赤 るのではないだろうか︒わたしはそんな社会を
しかし︑
あいさつをする︒
血球︑血小板︑血しょうで保管温度がちがうの 冷たく感じる︒
これだけで社 会は明るくなるとわたしは思
でそれぞれきっちり温度を調節していました︒
また︑血液型のまちがいをふせぐため型別に色 う︒あの時の看護師さんのように︑相手が笑顔
を変えて保管していました︒患者に安全な輸血 になれるようなあいさつがしたい︒
今までは︑少しお年寄りというだけで壁をつ
をするためにさまざまな工夫がしてあるのだと
くり︑
あいさつができなかった︒
思いました︒
でも︑看護師さんの話を聞いて︑差別や偏見
一人のけん血者から赤血球の製剤が一ふくろ
できます︒大手術だと一度に十五ふくろくらい がなくなった︒
思うように動けなくなっても一生懸命に生き
使う 事があるそうです︒そのような時はその
とても尊敬する︒
患者さんは医者や看護師さんのほかに十五人 ているお年寄りのみなさんは︑
そんなお年寄りをわたしたちが助けていかな
の血液をくれた名前も知らない人たちや血液
センターの人たちなど多くの人に助けられてい いといけないと思う︒
わたしは今︑
シルバーメイトと言うお年寄りの
るのだと思います︒
今︑
けん血をする人が減っているのだそうで 家に訪問して掃除をする活動に積極的に参加
す︒けん血は十六才から六十九才までできるそ している︒
この活動で少しでも多くの人が喜んでくれるな
うです︒お母さんもお父さんもけん血をした事
ら︑
わたしもうれしい︒
があると言っていました︒
これからもこの活動を続けていきたい︒
ぼくも十六才になったら︑針でさされるのは
看護師さんから教わった︑
お互いが笑顔になれ
ちょっぴりこわいけど︑誰かを助けるためにけん
るあいさつも今のわたしにできる事だから実践し
血したいと思います︒
︵原文のまま︶ ていきたい︒
まだまだ福祉制度のたりないこの社会に︑
お
中学校の部
年寄りを支える温か
笑顔あふれる社会
温かい社
盛岡市立米内中学校 二年 い人が増え︑
会になってほしい︒
若佐 礼奈
助 け 合 うこと を
大事にして︑優しく
思いやりの心が強い
人にわたしはなりた
い︒
きっと ︑心の強い
人 が増 え れば 笑 顔
あふれる社会になる
だろう︒
二十一世紀を担う
わたしたちが︑そん
な社会を築きたい︒
去年の九月︑
わたしは学校の活動で︑
ある病
院を訪れた︒
そこの病院ではお年寄りが多いときき︑楽し
く話しでもできたらいいなと思っていた︒
しかし︑病室に入ったとたん︑
そんな甘い考え
は消えた︒
患者さんは︑
みんなベッドに寝たきりで︑話す
こともできない︒自分で好きなように動くこと
もできない︒

会〜
〜和野町内、毎週
火曜日と金曜日の午

高橋 真希

わたしには︑
お兄ちゃんがいます︒わたしのお
兄ちゃんは障がい者です︒生まれつき耳が聞こ
えません︒わたしとお兄ちゃんは︑
一さいちがいで
す︒わたしが言葉をおぼえて︑どんどん話すよ
うになっても︑
お兄ちゃんは︑同じようには話し
ませんでした︒
﹁お兄ちゃん︑
なんかへん︒﹂
とお母さんに言ったら︑
﹁お兄ちゃんは︑耳が聞こえないんだよ︒﹂
と教えてくれました︒
お兄ちゃんは耳が聞こえません︒でも︑
お父さ
んやお母さんやわたしとは︑会 話ができます︒
わたしとお兄ちゃんは︑
いつも手話で話をしてい
ます︒わたしが︑
四・五さいのころ︑
お母さんとお
にいちゃんが手 話で話をしているのを見て︑手
話を覚えました︒ほいく園でも手話の本をよく
見ていました︒
わたしは︑
お兄ちゃんが
﹁ 障がい者 ﹂だという
こと関係なしで︑
いっしょに遊んだり勉強したり
しています︒ふだんの生 活の中ではお兄ちゃん
が障がい者だということは︑全く意しきしてい
ません︒今のお兄ちゃんが︑
わたしのお兄ちゃん
だからです︒
今︑
お兄ちゃんは五年生です︒でも︑
わたしと
同じ学校ではありません︒しえん学校に通って
います ︒全 校で十 人しかいません︒お兄 ちゃん
は︑十人全員と友だちです︒わたしもみんなと
友だちです︒
一輪車やなわとびで遊びます︒
いた
ずらずきだけどみんなやさしいです︒わたしは︑
お兄ちゃんに︑もっともっと友だちをつくってあ
げたいです︒わたしの学校の友だちも︑
お兄ちゃ
んにたまに声をかけてくれます︒お兄ちゃんがい
ろんな人と友だちになれるといいと思います︒
お兄ちゃんは人工内 耳をつけています︒こし
にベルトをつけてイヤホンのようなのを耳につけ
ています︒水にぬらすとこわれるのでおふろに
入る前にはずします︒人工内耳をつけると︑
だ
いぶ聞こえることが多くなります︒でも︑全 部
が聞こえるわけではないので︑車にぶつかりそう
になったこともあります︒
アイスクリーム屋さん

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。
10月25日現在

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、
盛岡市総合福祉センターで開催され、約700人の市民が訪れ
ました。
元岩手県立博物館長の金野靜一さんの講演や岩手高校将
棋部による将棋教室、バザー、
わくわく子どもランドなどのコー
ナーが設けられ、
にぎわいました。
また、屋外では屋台村やボランティア体験コーナーにたくさん
の方が集まり大盛況でした。

社協特別賛助会員
では
（葛巻英壽会長）
和野町内会
で聴覚障が
（西見前）
センター
交流
世代
で、
時ま
前9時から午後3
。
トボールの練習を行っています
いの方と地域の方が一緒にゲー
に練 習をしようと声をかけたのが
2年 前、練習日時が重なり一緒
きっかけだったとか。
「手話は出来ないけれど、身振
は
同町内会の工藤英子副会長
るよ
ゲートボールを通じて手話がわか
り手振りで会話をしています。
い
方が
ある
味の
に興
ール
ゲートボ
うにしたい。手話の出来る方で
と話していました。
れば参加して欲しい」
と聴
町内会の武藤久さんは「もっ
また、練習に参加していた同
流
て交
通じ
ムを
ゲー
緒に
だいて一
覚障がいの方たちにも来ていた
し
加
ームを作って大きな大会にも参
を図りたい。いつかは合同でチ
と話していました。
たい」

場 所：高松4丁目内のアパート
開催日：毎週火曜日 午前10時から正午
会 費：年会費1,000円
（食事会のときはその都度300円）
内 容：おしゃべり、
食事会、
ゲーム、
映画会など

S
〜盛岡市老人作品展〜

太田地区地域
福祉活動計画を策定

10月19日から21日まで盛岡市総合福祉センターで、第47回盛
岡市老人作品展
（主催：盛岡市、盛岡市社会福祉協議会、盛岡市
老人クラブ連合会）
が開催されました。
作品展には市内老人クラブ会員や高齢者施設などから、絵画や
書道、手芸など470点の作品が展示され、来訪者を楽しませました。

で交流
聴覚障がいの方とゲートボール

高松4丁目
「紅梅クラブ」

おじゃまします
サロン
訪問

力作 470点を展示

住み続けたい地域になるために

福 祉 標 語・福 祉 作 文 最 優 秀 作 品
平 成 2 2 年 度 盛 岡 市
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作品を朗読発表した最優秀賞受賞者のみなさん

福祉標語
最優秀賞作品

玉山小学校二年
濱
勝瑛

気もちをみんなで つなごうよ

小学校低学年の部

たすけあう
小学校中学年の部
玉山小学校四年
柳澤 百合

支えるつえより

小学校高学年の部

お年より
中学校の部

見前南小学校六年
菱田 初美

支える手

米内中学校三年
武田 明

わたしは何を言えばいいのか分からなくなっ
てしまった︒
そんな中 ︑﹁おはよう︒﹂とても明るくハキハ
キした声で看護師さんは言った︒患者さんは言
い返すことはできなかったが︑
ニコッと笑ってい
た︒そして起き上がり︑くしで自分の髪をとか
し始めた︒
わたしは︑さっきまで︑不 自 由でかわいそう
だ︑毎日暗い気持ちで生きていると決めつけて
しまっていた︒
しかし︑本当はできるだけ自分のことは自分
でやろうと努力し︑
わたしは一生懸 命生きてい
るように見えた︒
その後も︑
わたしは看護師さんに教わりなが
ら車いすを押したり︑
ご飯を食べさせたりした︒
少しずつスプーンでやわらかいご飯を何度も口
へ運んだ︒
﹁おいしいですか︒﹂と︑緊張しながら聞くと︑
ニ
コッと笑ってくれた︒その笑 顔がとてもうれし
かった︒
一日︑体験させてもらったことでお年寄りに対
する考え方が大きく変わった︒
そして何より︑
わたしは看護師という仕事に
魅力を感じた︒看護師は元気に明るく︑笑顔で
看護をすることが大切だと言っていた︒笑顔で
看護をするから︑患者さんは笑顔になり︑
お互
い気持ち良く過ごせる︒笑顔はとても良いもの
で︑
とても大切なものだと強く感じた︒
それと︑
チームで協力し︑自分勝手な判断を

﹁また来てね﹂ 別れの握手が あたたかい

血液センターはとても大きな建物でした︒中に
入ってみると血液で作った薬品が十個くらい展示
してありました︒血液で作った薬品なので赤いと
思っていたのに黄色の薬品がありました︒

夏休み中に︑
お母さんと妹と一緒に血液セン
ター見学会に参加してきました︒お母さんは病
院で働いていて︑輸血の検査をする事もあるの
で︑ぼくたちにも血液の事をわかってほしいと
思ったらしく︑
お母さんにさそわれて見学に行
きました︒

安藤 隆弘

盛岡市立松園小学校 六年

血液センターを見学して

小学校高学年の部

の音楽やお兄ちゃんのすきな消防車のサイレン
の音を聞かせてあげたいです︒でもむりなので︑
わたしが教えられるようにしたいです︒
わたしのお兄ちゃんは︑
とても明るいです︒障
がいを持っている人は︑
たいへんなことも多いと
思うけど︑
お兄ちゃんのように明るく生活して
ください︒
お兄ちゃんは︑消ぼう士になりたいと思ってい
ます︒ゆめがかなえられるようにがんばってほし
︵原文のまま︶
いです︒

﹁ほちょう き﹂に 私の気持ちを とどけたい

福祉作文
最優秀賞作品
小学校低学年の部

盛岡市立松園小学校 一年

わたしがおばあさんに
やってあげたいこと
阿部 光咲

﹁アソビサクルオンス︒﹂
とくに︑
わたしは︑
ひいおばあちゃんのなまり
で︑
このことばがすきです︒ひいおばあちゃんの
いえにいって︑
かえるときにいわれます︒
﹁また︑
あそびにきてね︒﹂
といういみです︒
このことばをきくと︑
ひいおばあちゃんが︑
わ
たしたちとまたあいたいというきもちが︑
つた
わってきます︒だから︑
わたしは︑
またあいたいと
おもうし︑
とおくにくらしているひいおばあちゃ
んとまいにちあえないのが︑
さびしくなります︒
ひいおばあちゃんは︑
みやもりに︑
おとうさん
のいちばんうえのおにいさんのかぞくとすんで
います︒わたしたちのかぞくがいくと︑
とてもよ
ろこんでくれます︒わたしがそばにいって︑﹁ ば
ばちゃん︑
おてだまをいっしょにやろう︒﹂
というとすぐに︑あそんでくれます︒おてだま
を四つどうじにつかえます︒だから︑わたしは︑
ひいおばあちゃんが︑おてだまめいじんだとお
もっています︒わたしは︑
はなれてすんでいても︑
ひいおばあちゃんがだいすきです︒
いままでは︑
でんわをしていたけど︑
一ねんせいになって︑
じょ
うずにひらがなをかけるようになりました︒だ
から︑
ありがとうのきもちをこめて︑
ひいおばあ
ちゃんにおてがみをかきたいです︒
︵原文のまま︶
小学校中学年の部
盛岡市立松園小学校 四年

ありがとうございます

盛岡市ボランティアまつり
「ふれあい広場」

・㈱岩手金属工業会館
・㈱岩手互助センター
・スーパーオートバックス盛岡南
・巴染工株式会社
・みちのくコカ・コーラボトリング㈱盛岡支店
・㈲盛岡レンガ
・菱和建設㈱
・㈱岩手朝日テレビ ・㈱みちのく冷熱
・㈱恵工業
・盛岡ターミナルビル㈱

紅梅クラブ
（岩城徹代表）
は、
７年前から高松４丁目岩大
紅梅寮前の団地住民を中心に「老いも若きもいつまでも住
み続けられる地域に」
を合言葉に始められたサロン。班内の
アパートの大家さんから部屋を提供していただいて毎週火
曜日に開催しています。
現在の会員は45名で、
このなかには若妻会15名の会員
がいて、親子で参加される会員も多く、気軽に集まれる世代
をこえたお茶飲み所となっています。
太田地区福祉推進会
（千葉幸子会長）
では、
自分たちの地
域が住みよい地域となるように「太田地区地域福祉活動計
画」
を策定しました。
昨年度から、
計画策定に向けてワークショップや検討会を重
ね、今年度赤い羽根共同募金の助成を受けて計画書が完成
しました。
「歴史豊かな自然を誇り 心を結ぶまち 太田地区」
を目標に、
各種の福祉活動を展開していく予定です。

わたしのお兄ちゃん

︵原文のまま︶

会場へ入って係の人からいろいろな説明を聞 しないことも大切だと言っていた︒看護師は助
きました︒輸血とは︑人間の血液は人工的には け合いが必要だと言う︒それは社会にも必要だ
作りだせないから病気や手術で少なくなった血 とわたしは思った︒
最後に看護師さんは話してくれた︒
﹁ 思うよう
液を他人から採って足してあげること︑
けん血
とは︑顔も名前も知らない患者に物をもらうた に動けなくなったり︑話すことがむずかしくなった
だれもが通る道なんだよ︒わたし
めではなく進んで自 分の血液をあげることだ りしていくのは︑
はそんな人たちを看護してあげたい︒﹂
と︒
ということがわかりました︒
看護師のみなさんは︑
とても優しく︑
思いやり
血液センターでは︑
けん血をしてもらった血
液を検査と保管をして︑病院で血液が必要に の心がわたしよりも何倍も強いのだと感じた︒
看護師はいつも人と接する仕事だから︑
とて
なったときに二十四時間いつでも届ける仕事を
その分だけやりがいを感じられる︑
しているのだそうです︒多くの人にけん血をし も大変だが︑
てもらうためにけん血バスを 各 地に走らせた すばらしい仕事だと思う︒
わたしも︑
看護師のような︑
とても優しく︑
思
り︑
けん血をしてもらった人にジュースやおかし
を食べてもらったり工夫しているそうです︒血 いやりの心が強い人になりたい︒そして︑助け合
お年寄りを助けれる人に
液センター内にもけん血ルームがあって︑実際に うことを大事にして︑
けん血をしている人を見せてもらいました︒う なりたい︒
では︑
今のわたしにできることは何だろうか︒
でに針をさしているので痛いのかなっと思ったけ
最近は機械が増え︑
便利になっている︒
れどとてもリラックスした顔をしていました︒針
でも︑
これは本当に便利なのか︒
とかも使い捨てなので安全面も気をつけている
お年寄りは慣れない機械に不便さを感じてい
のだとわかりました︒
血液の保管も気をつけているようでした︒赤 るのではないだろうか︒わたしはそんな社会を
しかし︑
あいさつをする︒
血球︑血小板︑血しょうで保管温度がちがうの 冷たく感じる︒
これだけで社 会は明るくなるとわたしは思
でそれぞれきっちり温度を調節していました︒
また︑血液型のまちがいをふせぐため型別に色 う︒あの時の看護師さんのように︑相手が笑顔
を変えて保管していました︒患者に安全な輸血 になれるようなあいさつがしたい︒
今までは︑少しお年寄りというだけで壁をつ
をするためにさまざまな工夫がしてあるのだと
くり︑
あいさつができなかった︒
思いました︒
でも︑看護師さんの話を聞いて︑差別や偏見
一人のけん血者から赤血球の製剤が一ふくろ
できます︒大手術だと一度に十五ふくろくらい がなくなった︒
思うように動けなくなっても一生懸命に生き
使う 事があるそうです︒そのような時はその
とても尊敬する︒
患者さんは医者や看護師さんのほかに十五人 ているお年寄りのみなさんは︑
そんなお年寄りをわたしたちが助けていかな
の血液をくれた名前も知らない人たちや血液
センターの人たちなど多くの人に助けられてい いといけないと思う︒
わたしは今︑
シルバーメイトと言うお年寄りの
るのだと思います︒
今︑
けん血をする人が減っているのだそうで 家に訪問して掃除をする活動に積極的に参加
す︒けん血は十六才から六十九才までできるそ している︒
この活動で少しでも多くの人が喜んでくれるな
うです︒お母さんもお父さんもけん血をした事
ら︑
わたしもうれしい︒
があると言っていました︒
これからもこの活動を続けていきたい︒
ぼくも十六才になったら︑針でさされるのは
看護師さんから教わった︑
お互いが笑顔になれ
ちょっぴりこわいけど︑誰かを助けるためにけん
るあいさつも今のわたしにできる事だから実践し
血したいと思います︒
︵原文のまま︶ ていきたい︒
まだまだ福祉制度のたりないこの社会に︑
お
中学校の部
年寄りを支える温か
笑顔あふれる社会
温かい社
盛岡市立米内中学校 二年 い人が増え︑
会になってほしい︒
若佐 礼奈
助 け 合 うこと を
大事にして︑優しく
思いやりの心が強い
人にわたしはなりた
い︒
きっと ︑心の強い
人 が増 え れば 笑 顔
あふれる社会になる
だろう︒
二十一世紀を担う
わたしたちが︑そん
な社会を築きたい︒
去年の九月︑
わたしは学校の活動で︑
ある病
院を訪れた︒
そこの病院ではお年寄りが多いときき︑楽し
く話しでもできたらいいなと思っていた︒
しかし︑病室に入ったとたん︑
そんな甘い考え
は消えた︒
患者さんは︑
みんなベッドに寝たきりで︑話す
こともできない︒自分で好きなように動くこと
もできない︒

会〜
〜和野町内、毎週
火曜日と金曜日の午

高橋 真希

わたしには︑
お兄ちゃんがいます︒わたしのお
兄ちゃんは障がい者です︒生まれつき耳が聞こ
えません︒わたしとお兄ちゃんは︑
一さいちがいで
す︒わたしが言葉をおぼえて︑どんどん話すよ
うになっても︑
お兄ちゃんは︑同じようには話し
ませんでした︒
﹁お兄ちゃん︑
なんかへん︒﹂
とお母さんに言ったら︑
﹁お兄ちゃんは︑耳が聞こえないんだよ︒﹂
と教えてくれました︒
お兄ちゃんは耳が聞こえません︒でも︑
お父さ
んやお母さんやわたしとは︑会 話ができます︒
わたしとお兄ちゃんは︑
いつも手話で話をしてい
ます︒わたしが︑
四・五さいのころ︑
お母さんとお
にいちゃんが手 話で話をしているのを見て︑手
話を覚えました︒ほいく園でも手話の本をよく
見ていました︒
わたしは︑
お兄ちゃんが
﹁ 障がい者 ﹂だという
こと関係なしで︑
いっしょに遊んだり勉強したり
しています︒ふだんの生 活の中ではお兄ちゃん
が障がい者だということは︑全く意しきしてい
ません︒今のお兄ちゃんが︑
わたしのお兄ちゃん
だからです︒
今︑
お兄ちゃんは五年生です︒でも︑
わたしと
同じ学校ではありません︒しえん学校に通って
います ︒全 校で十 人しかいません︒お兄 ちゃん
は︑十人全員と友だちです︒わたしもみんなと
友だちです︒
一輪車やなわとびで遊びます︒
いた
ずらずきだけどみんなやさしいです︒わたしは︑
お兄ちゃんに︑もっともっと友だちをつくってあ
げたいです︒わたしの学校の友だちも︑
お兄ちゃ
んにたまに声をかけてくれます︒お兄ちゃんがい
ろんな人と友だちになれるといいと思います︒
お兄ちゃんは人工内 耳をつけています︒こし
にベルトをつけてイヤホンのようなのを耳につけ
ています︒水にぬらすとこわれるのでおふろに
入る前にはずします︒人工内耳をつけると︑
だ
いぶ聞こえることが多くなります︒でも︑全 部
が聞こえるわけではないので︑車にぶつかりそう
になったこともあります︒
アイスクリーム屋さん

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。
10月25日現在

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、
盛岡市総合福祉センターで開催され、約700人の市民が訪れ
ました。
元岩手県立博物館長の金野靜一さんの講演や岩手高校将
棋部による将棋教室、バザー、
わくわく子どもランドなどのコー
ナーが設けられ、
にぎわいました。
また、屋外では屋台村やボランティア体験コーナーにたくさん
の方が集まり大盛況でした。

社協特別賛助会員
では
（葛巻英壽会長）
和野町内会
で聴覚障が
（西見前）
センター
交流
世代
で、
時ま
前9時から午後3
。
トボールの練習を行っています
いの方と地域の方が一緒にゲー
に練 習をしようと声をかけたのが
2年 前、練習日時が重なり一緒
きっかけだったとか。
「手話は出来ないけれど、身振
は
同町内会の工藤英子副会長
るよ
ゲートボールを通じて手話がわか
り手振りで会話をしています。
い
方が
ある
味の
に興
ール
ゲートボ
うにしたい。手話の出来る方で
と話していました。
れば参加して欲しい」
と聴
町内会の武藤久さんは「もっ
また、練習に参加していた同
流
て交
通じ
ムを
ゲー
緒に
だいて一
覚障がいの方たちにも来ていた
し
加
ームを作って大きな大会にも参
を図りたい。いつかは合同でチ
と話していました。
たい」

場 所：高松4丁目内のアパート
開催日：毎週火曜日 午前10時から正午
会 費：年会費1,000円
（食事会のときはその都度300円）
内 容：おしゃべり、
食事会、
ゲーム、
映画会など

S
〜盛岡市老人作品展〜

太田地区地域
福祉活動計画を策定

10月19日から21日まで盛岡市総合福祉センターで、第47回盛
岡市老人作品展
（主催：盛岡市、盛岡市社会福祉協議会、盛岡市
老人クラブ連合会）
が開催されました。
作品展には市内老人クラブ会員や高齢者施設などから、絵画や
書道、手芸など470点の作品が展示され、来訪者を楽しませました。

で交流
聴覚障がいの方とゲートボール

高松4丁目
「紅梅クラブ」

おじゃまします
サロン
訪問

力作 470点を展示

住み続けたい地域になるために

福 祉 標 語・福 祉 作 文 最 優 秀 作 品
平 成 2 2 年 度 盛 岡 市

福祉もりおか No.153
2010年 11月15日

福祉もりおか 2010年 11月15日
No.153

作品を朗読発表した最優秀賞受賞者のみなさん

ま ご こ ろ
盛岡市社会福祉協議会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。平成22年8月21日〜平成22年10月25日（敬称略）

●一般寄付
総合福祉センター補修準備積立金として
盛岡市ボランティア連絡協議会（ボランティアまつり）
・・・・・・・・・・ 55,200円
社会福祉のために
めだかの会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円
福士リサ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円
煎茶道三彩流彩茗会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80,000円
ひまわりグループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20,000円
●物品寄付
児童福祉のために
株式会社サンキュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お菓子1,482点
障がい者福祉のために
ピップトウキョウ株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 車いす2台
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福祉除雪ボランティア募集
盛岡市社会福祉協議会では、除雪に困って
いる高齢者世帯や障がい者世帯に対して、雪
かきを無償で行う
「福祉除雪」にご協力いただ
ける個人、団体、施設ボランティアを募集してい
ます。
お問い合わせ・お申し込みは盛岡市社会福
祉協議会地域福祉課
（TEL651-1000）
へ。

催し案内 12月〜1月
■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・盛岡市・盛岡市社
会福祉協議会では、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。
（土）
午後1時から午後3時30分まで
日 時：12月11日
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
写真は昨年のクリスマス会の様子
参加費：無料
申し込み：11月30日までに、盛岡市社会福祉協議会在宅福祉課
（TEL 651-1000）
へ。
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■盛岡市子ども会議

各地区子ども会の活動事例発表や、子ども会
活動の計画・実践についての情報交換などが子
どもたちの運営で行われます。
（日）
日 時：1月16日
午後１時から午後3時40分まで
場 所：盛岡市総合福祉センター
対 象：各単位子ども会代表及び世話人、子ど
写真は昨年の事例発表の様子
も会関係者
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）へ。

社会福祉協議会の相談窓口
＜相談電話 ６５１−１０００＞

《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。
登録できる方はおおむね65歳以上の方です。
○求 人：病院の付添いや家事の手伝い、草取り、庭木の手入れなどに、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 午前8時30分から午後5時まで
（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。
○相談内容 結婚についての相談を受けます。
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。
○相談日 月・水・金曜日 午前10時から午後4時まで
（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 月〜金曜日 午前10時から午後4時まで
（国民の休日、年末年始を除きます）

司法書士による人権・相続相談
司法書士による、人権、相続等に関わる相談を行います。
（金）午前10時から午後4時まで
相談日時：12月17日
1月21日（金）午前10時から午後4時まで
場
所：盛岡市役所都南総合支所（津志田14-37-2）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会在宅福祉課 TEL 651-1000

■第18回岩手県障がい者文化芸術祭

■作品展示
場
所：ふれあいランド岩手（三本柳8-1-3）
（日）
〜12月5日
（日）
展示期間：11月28日
展示内容：絵画・書道・写真・工芸・文芸など
■ふれあい音楽祭
場
所：ふれあいランド岩手（三本柳8-1-3）
（金）午後10時から午後4時まで
日
時：12月3日
12月4日
（土）午前10時から午後3時まで
お問い合わせは、岩手県障がい者社会参加推進センター実行委員会事務局（TEL 637-5055）
へ。

■訪問入浴サービスのご案内

盛岡市社会福祉協議会では、寝たきりの高齢者や重度の障がいの
ある方の自宅へ入浴車が訪問して、入浴のお手伝いをします。
内容：入浴前に血圧や体温を測定し、看護師、介助員が
入浴のお手伝いをします。
利用料金：1回1,250円（清拭、部分浴は875円）
ご利用に関するお問い合わせは、盛岡駅西口訪問入浴介護サービス事
業所（TEL 653-3013）へ。

人権・生活相談
人権、日常的な生活について、人権擁護委員が相談を受けます。
相談日時：12月8日
（水）午前10時から午後4時まで
1月12日（水）午前10時から午後4時まで
場
所：盛岡市玉山総合福祉センター（渋民字泉田77-1）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL 683-2743

■「奄美地方大雨災害義援金」募集

玉山区自治会への除雪機貸出
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除雪機を玉山区内の自治会へ
貸し出しをします。
貸出台数：3台（1自治会１台）
貸出期間：平成22年12月1日から平成23年3月31日まで
申し込み：盛岡市社会福祉協議会玉山支所
TEL 683-2743

福祉もりおか広告募集
盛岡市社会福祉協議会では、「福祉もりおか」への広告掲載
企業を募集しています。
・年5回発行
・盛岡市内全戸配布（一部回覧）
・発行数1回約125,500部
・広告料（1回） 50,000円（縦64mm×横243ｍｍ）
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まで。
TEL 651-1000

シニアの皆さん、ポケットビリヤードにチャレンジ
してみませんか。
日 時：第2期生 12月15日から
毎週水曜日14時〜16時（月4回）
第3期生 12月16日から
毎週木曜日14時〜16時（月4回）
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
参加費：月2,500円（道具貸料を含む）
申し込み：12月8日までに、お名前、住所、連絡先電話番号を電話またはFAXでお
申し込みください。（TEL/FAX 697-7135）

福祉もりおか

表紙

平成22年10月22日の記録的大雨による鹿児島県奄美地方の大雨災害への義援金の受
付をしています。
募集期間：11月30日まで
受付場所：岩手県共同募金会盛岡市分会
（盛岡市社会福祉協議会内）
盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター
TEL 651-1000
振込の場合は次の口座へお願いします。
鹿児島銀行 県庁支店 （普）
1274171 福）
鹿児島県共同募金会
南日本銀行 県庁支店 （普）
1128402 福）
鹿児島県共同募金会
ゆうちょ銀行 01740-0-71 福）
鹿児島県共同募金会 災害義援金
※全国のゆうちょ銀行間の振込手数料が受付期間中は無料となります。

いよいよ本格的に冬間近となってきましたが、家の中も朝晩はストーブの暖かさがあり
がたい季節となりました。
先の盛岡市社会福祉大会で福祉作文・福祉標語の朗読発表が行われ、市内小中学校の
児童生徒が家族のことや人への優しさについての作品を朗読しました。21世紀を担う子
どもたちが、福祉の社会を築きたいという気持ちを表した作品ばかりです。
今回作品を掲載していますが、盛岡の未来に期待を持たせる内容に心温まった方も多
いのかなと思います。
（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
広告スペース

縦64mm×横243mm

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。

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。
次回の「福祉もりおか」発行は、1月15日です。

盛岡市社会福祉協議会

盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター
TEL：０１９
（６５１）
１０００ FAX：０１９
（６２２）
４９９９

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

10月25日、岩手県民会館大ホールに福祉関係者など1,200名が集まり第49回盛
岡市社会福祉大会が開催されました。
初めに桑島博盛岡市社会福祉協議会会長から
「地域福祉の推進にかかわる多くの
市民の方々と協働しながら支え合いの地域づくりの実現に努めたい」
とあいさつがあり、
続いて社会福祉活動に尽力された91名、4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8名への表彰が行われました。
このあと、福祉作文・福祉標語の最優秀賞作品が朗読発表され、会場から子どもた
ちへ大きな拍手が送られました。
また、
「地域内住民の良好な交流と相互の支え合いによ
るまちづくり」
を誓う大会宣言が採択され式典を終えまし
た。
記念講演では、元ＮＨＫアナウンサーの宮川泰夫さんが
『〜「のど自慢」12年の旅から〜 であいふれあいひびき
あい』
と題して講演を行い、
「 歌は心の栄養となる。それが
人の気持ちを幸せにする。幸せそうな人の顔を見ると元気
になる。福祉も同じで、地域こそが人の心の栄養をはぐくむ
原点であり、地域が人を幸せにできる」
と話していました。
記念講演講師の宮川泰夫さん

■ビリヤード講習会

写真は昨年の活動の様子

社会福祉
法
人

第49回盛岡市社会福祉大会表彰者
■市長感謝状
カッコ内は地区民協名
渡邊キミ子（仁王）
行壽 操江（桜城）
古谷廣太郎（同）
武藏 タカ（同）
小野 チエ（同）
田鎖 庄司（米内）
鎌田まき子（上田）
及川 葉子（同）
佐藤 典子（緑が丘）
下川 陽子（同）
及川 麗子（松園）
岩崎 惠美（同）
長山 吉志（同）
髙林 耕作（同）
大山 弘子（同）
浅利 博子（同）
平田 幸稔（同）
菊池 京子（青山）
佐々木利可（同）
高橋 章子（同）
村上 良治（東厨川）
鈴木 妙子（西厨川）
熊谷 正臣（太田）
志村麻里子（城南）

内田 信子（同）
十河 節子（同）
小川 圭介（同）
細野 良市（河南）
吉田 正士（同）
松尾 馨子（本宮）
藤川 キヱ（見前）
佐々木リツ子（津志田）
山田チセコ（同）
小笠原ハツエ（永井）
佐賀 和子（同）
藤村 正一（乙部）
小綿 千代（巻堀）
川崎 雅子（同）
福本 章子（同）
米田 富安（同）
岩崎 正江（同）
坂本
忠（渋民）
佐藤サツ子（津志田）
浅沼 陽子（飯岡）
花坂 洋行（渋民）
■会長表彰
カッコ内は地区民協・団体名
中澤智香子（桜城）
今野 紀子（みたけ厨川）
吉田 將次（同）

盛岡市

歳末たすけあい運動

晴山 貞美（河南）
朝賀 隆之（育心会）
高橋 勝子（同）
、
立柳
学（同）
白藤みつえ（同）
、
田中さとこ（同）
中安 福子（同）
小林
理（岩手県社会福祉事業団）
矢吹 裕哉（岩手県立療育センター）
佐々木竹千代（盛岡市民福祉バンク）
伊藤 裕二（同）
竹田
忍（岩手愛児会）
山崎
聡（千晶会）
奥友 康喜（同）
、
吉田 末子（同）
及川ムツ子（同）
、
大畑 信子（同）
宇部 弘子（天昌寺福祉会）
浅沼 和志（盛岡市社会福祉事業団）
松尾 道子（玉山手をつなぐ親の会）
佐藤 文夫（同）
小島 伸公（岩手県視覚障害者福祉協会）
鎌滝マツエ（盛岡市少年指導員連絡協議会）
陣場喜三郎（同）
山本 シサ（盛岡市母子寡婦福祉協会）
齊藤 文三（盛岡市老人クラブ連合会）
菊池加志穂（同）
、
栃内 淳志（同）
木村
祐（同）
、
近江 盛雄（同）
山内
隆（同）
大通一丁目町内会

作文・標語
コンクール入賞者
■福祉作文
小学校低学年の部
最優秀賞 松園小学校1年
優秀賞 松園小学校2年
小学校中学年の部
最優秀賞 松園小学校4年
優秀賞 玉山小学校4年
優秀賞 見前南小学校4年
佳 作 松園小学校3年
佳 作 見前南小学校3年
佳 作 見前南小学校3年
小学校高学年の部
最優秀賞 松園小学校6年
優秀賞 松園小学校5年
中学校の部
最優秀賞 米内中学校2年
優秀賞 城西中学校3年
優秀賞 米内中学校1年

日

時：12月5日
（日）
午前10時開演
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：1人 500円（当日券600円）
収益金は歳末たすけあい義援金とし
て寄付されます。
問い合わせ：渋民公民館 TEL 683−2354
日

高橋 真希
照井 美妃
狩野 成昭
小原
桜
佐々木美優
前山 楓歌
安藤 隆弘
小西健太郎
若佐 礼奈
千葉アキラ
赤坂 武蔵

橋場 真生
山崎 未来
中村
綾

濱
勝瑛
上関 咲空
日野杉 鈴
佐川 喜治
鷹嘴
天
柳澤
湯澤
平澤
山内
米澤

百合
匠
あき
太智
恵

菱田 初美
平野原 渉
小野寺 怜
高橋 卓也
久保 美波
菅田和可子
武田
明
豊間根広大
谷藤亜沙美
鳥内 清楓
鈴木 幸大
坂井 麻衣

歳末たすけあい演芸会

婦人チャリティーショー

写真は昨年のチャリティーショーの様子

阿部 光咲
三浦 香穂

佳 作 米内中学校3年
佳 作 城西中学校1年
佳 作 米内中学校1年
■福祉標語
小学校低学年の部
最優秀賞 玉山小学校2年
優秀賞 玉山小学校2年
優秀賞 玉山小学校2年
佳 作 松園小学校2年
佳 作 松園小学校1年
小学校中学年の部
最優秀賞 玉山小学校4年
優秀賞 玉山小学校4年
優秀賞 松園小学校3年
佳 作 松園小学校4年
佳 作 玉山小学校3年
小学校高学年の部
最優秀賞 見前南小学校6年
優秀賞 玉山小学校5年
優秀賞 見前南小学校5年
佳 作 見前南小学校6年
佳 作 緑が丘小学校6年
佳 作 緑が丘小学校6年
中学校の部
最優秀賞 米内中学校3年
優秀賞 米内中学校3年
優秀賞 城西中学校2年
佳 作 米内中学校3年
佳 作 城西中学校2年
佳 作 城西中学校2年

盛岡市

玉山区

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。
お問い合わせは下記までお願いします。
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

みたけ東町内会
みたけ六丁目町内会
つなぎ町内会
■会長褒賞
中村
良、
中村 節子、
斎藤
健、
浅沼 幸助、
大澤 慶子、
福士 加代、
藤澤ミヱ子、
齊藤 次夫、
中村 明美、
滝浦 チエ、
吉田カヨ子、
一笠喜代治

時：12月9日
（木）
午前11時開演

場 所：岩手県民会館大ホール
内 容：踊り、
コーラス、
ダンスなど
主 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、
写真は昨年の歳末たすけあい演芸会の様子
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（入場整理券は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。その際には、歳末たすけあい運動の趣
旨にご賛同いただき、1口500円を目安とした募金協力をお願いしま
す。）

