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23年6月30日〜平成23年8月31日現在（敬称略）

●一般寄付
社会福祉のために
吉田博己 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
●物品寄付
高齢者福祉のために
フジモトホールディングス株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 車いす2台
東日本大震災復興支援のために
匿名・・・大人用紙おむつ43箱、幼児用紙おむつ14箱、マスク21箱、清浄綿17箱、歯ブラシ3,000本
全日本自動車産業労働組合総連合会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ワゴン車1台

qqqqqqqqqq

qqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

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。
日
時：平成23年 9月29日(木) 午前10時から午後3時まで
平成23年11月29日(火) 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 盛岡市役所玉山総合事務所隣接）
定
員：8名（定員に達し次第締め切り）
相談時間：1人30分以内
申 込 先：盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL 683-2743

社会福祉協議会の相談窓口

■第48回盛岡市老人作品展示会ーーーーーーーーーーーーー
期

日：10月18日（火）から20日
（木）まで
午前10時から午後5時まで
場
所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
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
内
容：写真、絵画、書道、手芸、工芸等
問い合わせ：盛岡市老人クラブ連合会 TEL654-2180
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《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 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）

《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。
相談日時：10月21日
（金）
午前10時から午後4時まで
11月18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 TEL 651-1000

社会福祉
法
人

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/

昨年の作品展の様子

■市民福祉茶会ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
盛岡市にお住まいの70歳以上の方を福祉茶会にご招待します。
日
時：11月6日（日）午後１時から
場
所：杜陵老人福祉センター（南大通1-7-5）
申 込 先：招待券をご希望の方は、盛岡市社会福祉協議会へ。（お１人様１枚まで）
盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）TEL651-1000

を 良 く す る し く み
ち
ま
の
分
−
− 自

１０月１日、
赤い羽根共同募金が
はじまります。

盛岡市と盛岡市老人クラブ連合会では、結婚50年を迎えたご夫婦を対象とした「金婚
慶祝会」の参加者を募集しています。
対
象：昭和36年１月１日から12月31日までの間に結婚したご夫婦
日
時：平成23年11月10日
（木） 午前10時から午後1時まで
開催場所：盛岡グランドホテル
参 加 費：ご夫婦で6,000円（集合写真代含む）
申 込 先：各地区老人クラブ会長または、〒020-8530 市役所高齢者支援室内 金婚慶
祝会実行委員会へ（詳細は盛岡市広報９月1日号をご覧ください）
申込期限：9月26日
（月）必着
問い合わせ：市役所高齢者支援室 TEL 651-4111 内線3567

今年も１０月１日から赤い羽根共同募金運動がはじまります。
お寄せいただいた募金は、盛岡市内をはじめ岩手県内の各種民間社会福祉施設の
施設整備費、ボランティア・ＮＰＯ団体、福祉団体等の行う地域福祉活動費に助成さ
れるほか、この度の東日本大震災におけるボランティア活動を支える資金として多
くの支援活動に助成しています。
例年同様、戸別募金、街頭募金、学校募金、職場募金などでのご協力をよろしくお願いし
ます。

ホームヘルパー募集

＜相談電話 ６５１−１０００＞

盛岡市社会福祉協議会では、
ヘルパーステーションで働くホームヘルパーを募集します。
募集職種：ホームヘルパー
必要資格：ホームヘルパー２級以上または介護福祉士資格
雇用形態：非常勤（時給1,200円〜）
募集人数：若干名
勤 務 地：①盛岡駅西口ヘルパーステーション（盛岡駅西通１丁目2-2）
②月が丘ヘルパーステーション（月が丘３丁目7-5）
問い合わせ：盛岡駅西口ヘルパーステーション TEL 653-3013
月が丘ヘルパーステーション TEL 645-5125

避難生活の皆さんにサロンを開催
盛岡市社会福祉協議会では、東日本大震災発生後、盛岡市内に避難されて生活している
皆さんが、気軽に集まっておしゃべりを楽しむ場としてサロンを開催しています。
毎週火曜日、午前10時から、場所は旧農林中金ビル
（内丸3-46）
に設けられた
「もりおか
復興支援センター」1階交流スペースです。
内容は、
お茶を飲みながらおしゃべりを楽しみ、
それぞれ自由な時間をすごしています。例え
ば、刺繍や、折り紙、編み物をしたり、絵を描いたり・
・
・。好きなことを自由にできるサロンです。出
入りも自由です！ 気軽に参加してみてください。
開 催 日：毎週火曜日
時
間：午前10時から12時まで
会
場：もりおか復興支援センター
（盛岡市役所斜め向かい、旧農林中金ビル）

盛岡市社会福祉協議会では、東日本大震災により大きな被害を
受けた沿岸被災地での活動を希望する個人ボランティアをとりま
とめ、バスで沿岸被災地の災害ボランティアセンターまで送迎す
るボランティアバスを運行し、８月までに延べ 1,067 名の参加を
いただきました。このボランティアバスの運行などに共同募金のお金が役立てられています。
また、被災地で活動するボランティアに対して、赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金」の助成を受
けてボランティア活動保険の保険料を負担しているほか、宮古市川井地区に開設した「盛岡市かわいキャンプ」から沿岸の災害ボランティアセンターま
での送迎車両の運行にも共同募金のお金が役立てられています。
※「盛岡市かわいキャンプ」とは、東日本大震災で被災した沿岸被災地へボランティアに行かれる方を長期的に支援するため、7 月 6 日盛岡市が宮古市川井地区に設置した施設
です。盛岡市から委託を受け、盛岡市社会福祉協議会が運営しています。

福祉の就職総合フェア 2011募集

《人権・生活相談》

人権、生活に関する相談を受けます。
相談日時：10月12日
（水）
午前10時から午後3時まで
11月9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77-1）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL 683-2743

母子・寡婦・父子のための法律相談
母子・寡婦・父子家庭を対象とした弁護士による法律相談を行います。
対
象：母子家庭の母、寡婦および父子家庭の父
日
時：平成23年11月10日（木）午前10時から午後3時まで
場
所：岩手県福祉総合相談センター（本町通3-19-1）
相 談 料：無料
申 込 先：時間の予約を受け付けています。
岩手県母子寡婦福祉連合会
盛岡市ひとり親家庭等就業・自立支援センター
TEL/FAX 623-8539

福祉の職場に就職を希望する方や興味のある方を対象に
「福祉の就職総合フェア」
が開
催されます。
社会福祉施設・事業所等が個別面談で事業紹介や職員採用案内を行うほか、福祉の職
場に必要とされる資格や 適性等の情報を提供します。
参加対象：
⑴福祉の職場に就職を希望している方または福祉の職場に関心のある方
⑵平成 24 年 3 月卒業予定の大学・短大・専門学校等の学生
⑶情報収集を目的とした、上記(2)以外の大学・短大・専門学校等の学生
⑷学校の進路指導等担当職員等
開催日時：10 月 2 日
（日） 午後0時30分から午後４時まで
特別企画 福祉施設・事業所 PR タイム 午後0時30分から午後1時30分まで
就職に役立つヒューマンスキル講座 午後1時30分から午後2時30分まで
会
場：サンセール盛岡
（盛岡市志家町 1-10 電話 651-3322）
参加方法：直接会場にお越しください。
（参加費無料、入退場自由、履歴書不要）
問い合わせ：岩手県社会福祉協議会:福祉人材研修課/岩手県福祉人材センター
〒020-0831 盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手 2 階
TEL 637-4522 FAX 637-9612
E-mail:fukushijinzai-1@iwate-shakyo.or.jp

かわいキャンプでのボランティア送迎の模様

第50回

盛岡市社会福祉大会
時：10月25日
（火）午後1時から午後4時40分まで
所：岩手県民会館大ホール
容：社会福祉功績者表彰、福祉作文・
標語最優秀賞表彰・朗読、記念講演
記念講演：演題 「今をやさしさの時代に」
日
場
内

家族介護者リフレッシュ旅行 参加者募集

※入場は無料ですが、入場整理券が必要です。入場整理券は９月26日から次の窓口
で配布します。
盛岡市総合福祉センター、
盛岡市玉山総合福祉センター、
盛岡市役所本庁舎・都南
総合支所・玉山総合事務所

11月に「第2回家族介護者リフレッシュ旅行」（1泊2日）を開催します。
毎日ご家族の介護で頑張っている皆さん、一息入れてみませんか？

福祉もりおか広告募集

地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

10月〜11月

■金婚慶祝会のご案内ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

弁護士による無料法律相談

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）
・発行部数 1回約125,200部
・広告料（1回）50,000円（縦64mm×横243ｍｍ）
・申し込み・問い合わせ 盛岡市社会福祉協議会 TEL 651-1000

催し案内

福祉もりおか

表紙
広告スペース

縦64mm×横243mm

参加対象：盛岡市内にお住まいの寝たきり高齢者や身体に重度の障がいのあるご家族
をご家庭で介護されている方
※開催日、募集方法等については、「広報もりおか」10月15日号に掲載されます。
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会 在宅福祉課TEL 651-1000

宮古市に開設した「盛岡市かわいキャンプ」には、全国各地からやってきたたくさんのボラン
ティアさんがやってきています。ぜひ、
このボランティアさんたちと一緒に活動し、
夕食を共に
してみてください。その活動や会話は、
きっとかけがえのないものになるはずですから。(K)

講師の広瀬久美子さん

講師プロフィール（フリーアナウンサー）
早稲田大学文学部国文学科卒業後、
ＮＨＫに入局、
アナウンス
室に配属。
テレビ「週間ボランティア」
「平成世の中研究所」
「ＮＨＫ
スペシャル」
「きょうの料理」
「婦人百科」
「趣味の園芸」
「午後の
ロータリー」など数多くの番組を担当。
ＮＨＫを 卒業 後はフリーに。
東京成徳短期大学講師もつとめる。

講師プロフィール（落語家／関西お笑いタレント）
桃山学院大学社会学部卒業。1991年に4代目林家染丸に入
門。古典から新作まで果敢にチャレンジし、
その豊かな感性で明
るく楽しい高座は大好評。
なんばグランド花月
（ＮＧＫ）、梅田花月
シアターにも出演。

講師の林家花丸さん
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かわいキャンプ レポート

全国からの支援ボランティアを受け入れ

2,498人が宿泊

かわいキャンプでは、宮古市、山田町、大槌町の災害ボランティア
センターと連携し、各災害ボランティアセンターからのニーズとボラ
ンティアのマッチング、現地までの送迎を行っています。
かわいキャンプには、就寝スペースや炊事のための設備、簡易シャ
ワー、洗濯機、冷蔵庫、駐車場などを備え、長期でのボランティア活
動をサポートしています。
７月６日の開設以来９月９日までに、北海道から沖縄県まで全国各地
や海外から訪れた延べ2,498人のボランティアが宿泊しました。

ベビー肌着、
「新しい生命への贈り物」
手作りベビー肌着活動15年
盛岡女性の船の会

※なお、かわいキャンプでは日帰りでの活動を希望する方も受け入れ
ています。詳しくは下記へお問い合わせください。
翌日のニーズを確認し、
どこで活動するか考えているボランティアさん。
各災害ボランティアセンターからのニーズは、
ガレキ撤去や泥上げ、写真洗浄といった重
労働から、
サロン活動をはじめ、仮設住宅に住んでいる人同士のつながりが形成される支
援といったものまで多岐にわたっています。

東日本大震災義援金寄付者
（盛岡市共同募金委員会扱い）
平成23年6月31日〜8月31日現在（受付日順）

生出児童館 ･･･････････････････････････････････････ 8,673円
河南町内会連絡協議会（河南演芸フェスティバル）･･････ 89,495円

朝日新聞厚生文化事業団から助成金をいただきました。

夕食の様子。食堂にはガスコンロやシンクが組み込まれた調理台が８台

簡易シャワー８台を設置。
もちろん、お湯が出ます。

「被災者支援のために」
と朝日新聞厚生文化事業団から盛岡市社会福
祉協議会に300万円の助成金をいただきました。
災害ボランティアセンターの運営等に使わせていただいています。

ワゴン 車 、車 い す の
ご 寄 付 を い た だきました

就寝スペース。
畳１枚が１人分

かわいキャンプの利用申込は、
利
用予定日に空きがあるか電話で
確認後、利用申込書をＦＡＸまた
はメールで送信という手順でお願
いします。
ＦＡＸやメールを送信で
きない場合はその旨スタッフにお
申し付けください。

乾燥機付きの洗濯機４台を設置

■盛岡市かわいキャンプ
岩手県宮古市川井1-60-3
TEL 0193-76-2005 FAX 0193-76-2231
E-mail kawai-camp@echna.ne.jp

盛岡市かわいキャンプ専用ｗｅｂサイト
（利用申込書はこちらからダウンロードできます。）

http://www.morioka-shakyo.or.jp/kawai/kawaiweb.html
盛岡市かわいキャンプブログ「かわいキャンプ日誌」
http://blog.canpan.info/kawaicamp/

ありがとうございます
アーク㈱
㈱Ｉ
ＢＣ岩手放送
㈱アイ不動産
㈱青森銀行盛岡支店
㈲秋山会計事務所
アクア工業㈱
㈱イクスル
㈱石田商会
学校法人岩手医科大学
㈱岩手金属工業会館
岩手魚類㈱
岩手県厚生農業協同組合連合会
岩手県生命保険協会
（社）
岩手県治山林道協会
岩手県農業信用基金協会
（社）
岩手県木炭協会

岩手酒類卸㈱
岩手自動車塗装㈱
岩手自動車販売㈱
社団医療法人 智徳会 岩手晴和病院
岩手建物管理㈱
岩手中央酪農業協同組合
岩手トヨペット㈱
岩手道路開発㈱
岩手日産自動車㈱
㈱岩手日報社
㈲岩手日報都南センター
岩手日野自動車㈱
㈱岩手めんこいテレビ
㈱岩手リオン補聴器センター
社団医療法人 久仁会 内丸病院
うな竹本店

れ
もっとひろが 輪
ボランティアの

8月31日、岩手県社会福祉協議会を通じて
全日本自動車産業労働組合総連合会（西原
浩一郎会長）から盛岡市社会福祉協議会に
８人乗りのワゴン車のご寄付をいただきました。
この車両は盛岡市かわいキャンプに配置
し、
ボランティアの送迎等復興支援活動に使
用させていただきます。
８月２３日、
フジモトホールディングス株式会
社（本社東京 藤本久士社長）から盛岡市
社会福祉協議会に車いす２台をご寄付いた
だきました。
この車いすは当協議会が行う貸出事業に
使用させていただきます。

盛岡女性の
船 の 会は、か
つて岩手県が
行 って い た
「婦人の船洋
上 セミナ ー 」
（のち「女性の
船 洋 上 セミ
被災地に「手作りベビー肌着」
を届ける。宮古市役所で
ナー」）
に盛岡
市から参加した人たちによって昭和58年に結成された。
洋上セミナーは女性リーダー養成を目的に行われ、
参加し
たのはそれぞれ組織、団体などで活動していた女性たち。
同じ船で生活を共にした仲間の絆を深め、
さらに研鑽を積
むと共に社会貢献活動をしようと結成された。
以来これまでさまざまな活動を行ってきたが、
「手作りベ
ビー肌着」
を初めての赤ちゃんに恵まれるお母さんに贈る活
動が今年で15年になった。会員とボランティアが一針ひと針
縫ったベビー肌着を盛岡保健所に寄贈、保健所では母子
手帳と一緒に新お母さんたちに手渡す。今年は800枚が贈

られ、15年間の累計枚数
は19,000枚近くになるとい
う。
東日本大震災の被災
地に対して何ができるだ
ろう、女性の船の会らしい
支援をしたい…。みんな
ベビー肌着に添えられるカード
で話し合ったとき、
ごく自
然にベビー肌着を贈る案が出てきた。
会ではこの活動資金を得るためにバザーを開き、併せて
講習会を開いて一般の人にもベビー肌着作りをボランティア
で手伝ってもらい、出来上がったベビー肌着200枚を７月25
日、
宮古、
山田、
釜石、
遠野、
7月27日、
大船渡、
陸前高田の各
市役所、
役場を訪問して届けた。
「女性の船の会らしい支援ができて本当によかったと思って
います。先輩から引き継いだこの事業をこれからも続けてい
きます」
と藤原代表。
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ボランティア募集
ＮＰＯもりおか配食サービス
配達ボランティア

●高齢者の方々へのお弁当配達です。
●車の運転ができる方なら誰にでも出来ます。
●ちょこっとだけボランティアしてみませんか？
（週に1日、
月に１回でもＯＫ）
●ガソリン代はお支払いします。
総会風景

盛岡女性の船の会

盛岡女性の船の会
代
表 藤原テイ子さん
事務局長 川村まき子さん
会
員 155名(平成23年度当初)

高校生ボランティアスクール

お問い合わせ・お申込は下記まで。
〒020-0122 盛岡市みたけ2丁目22-50
TEL 648-8810 ／FAX 648-8811
【ホームページ】
http://www4.ocn.ne.jp/˜haisyoku/
【E-mail】
moriokahaisyoku@fork.ocn.ne.jp

子育てサロン「ひよこ」

7月31日、
前々日に
開催された高校生
ボランティアスクール
の参加者121名中
88名が大槌町でボ
ランティア活動をしま
した。
活動内容は、津
波により川底に堆積
した泥出し、
ゴミ
・ガ
レキ拾いなどで、源
水 川を、町 指 定 天
然記念物のイトヨが住みよい環境に戻そうというものです。
小雨の降る中、
泥をかき出して土嚢袋に詰め、
３〜４個をまとめて一
輪車で50メートル程度離れた指定場所まで運ぶのはかなりの重労働
で、
終わる頃にはみんなへとへとに疲れていました。
参加者の１人が、
泥だらけになった自分や友人たちを見て、
笑顔で
「がんばった証拠」
と言っていたのが印象的でした。

子育てサロン
「ひよこ」は、
子供の成長・発達を共に喜び、
育んでいく場として乙部地区の谷村主任児童委員が世話
人となって3年前に立ち上げました。
対象は生後から就園前の子供とその親御さんで、
地域の
ボランティアのみなさんなどにも協力していただいて開催して
います。
活動内容は、
手遊びや体操、
工作やゲームなど、
子供たち
が楽しめて成長にも役立つ内容が工夫されています。
おや
つの時間には、
手づくりのおやつを食べながら楽しいひと時を過ごしています。
親御さん同士の情報交換・交流・仲間づくりの場にもなっており、
親子共々楽しめる場として喜
ばれています。
取材に訪れた日、
お孫さんを連れて初めて参加されたという方は「子育てサロン
は子供たちにとって安全で快適な場所なので、
これからも参加させていただきます」
と話していま
した。
開催日：毎月第4月曜日
時 間：午前10時から12時まで
場 所：乙部老人福祉センター
（乙部児童センターでの活動になる場合もあります）
会 費：100円
（２人目以降はプラス50円）
内 容：遊び、
おしゃべりなど

次の法人・事業所様から社協特別賛助会員としてご支援をいただきました。【平成23年8月22日現在】（敬称略・50音順）
梅津医院
㈱エステーモータースクール
エビー㈱
岡田電気㈱
小田中歯科医院
河北印刷㈱
カメイ物流サービス㈱盛岡営業所
㈱北東北第一興商
北日本レストラン㈱
㈱木津屋本店
㈱技電工業
㈲クリーンモーター岩手
介護療養型老人保健施設 圭友
㈲公楽
㈱興和電設
医療法人あすなろ会 小林小児科クリニック

㈱坂本屋
㈲佐々寅青果
㈱佐藤被服
㈱三櫻
㈱三伸鋼機
サンリード東北㈱
㈱ショウエー盛岡営業所
昭和パックス㈱盛岡工場
資生堂販売㈱東北支社盛岡オフィス
白松がモナカ本店㈱盛岡南店
㈱寿広
㈱純情米いわて
㈱ジョイス
㈲セーコー印刷
清水寺
成和自動車鈑金塗装工業㈲

関庄糧穀㈱盛岡支店
全国共済農協組合連合会岩手県本部
全日本食品㈱
㈱ＴＥＣ 総合教育センター学院
㈱高光建設
㈱田澤洋紙店
医療法人社団 仁悠会 田村医院
㈱ダイトク
大北証券㈱
（資）
中央自動車学校
中央土地㈱
㈲直利庵
㈲漬物みゆき
寺岡ファシリティーズ岩手㈱
㈱テレビ岩手
天晶堂都南店

樋下建設㈱
㈱東北イワヤ
㈱東北銀行
東北電話㈱
東北労働金庫岩手県本部
医療法人 遠山病院
徳清倉庫㈱
医療法人 巖心会 栃内病院
都南金融団（東北銀行都南支店内）
㈱都南建設
医療法人 仁医会（財団）都南病院
㈱トヨタレンタリース岩手
㈲豊山商会
㈱杜陵印刷
杜陵高速印刷㈱
杜陵商事㈱

㈱土木技研
㈱成瀬
㈱日興産業
日産チェリー岩手販売㈱
ネッツトヨタ岩手㈱
㈲パールドライ
日立キャピタルオートリース㈱ 東北支店 盛岡営業所
㈱ヒノヤタクシー
㈱平金商店
㈱広田薬品
ビューテーサービス㈱
福田機械㈱
㈲福田パン
富士水工業㈱
㈱ふるさと交通
㈱双葉設備アンドサービス

物産石油瓦斯岩手販売㈱佐藤営業所
ブリヂストンタイヤ岩手販売㈱
㈱北星
星川魚店
㈱ホテルロイヤル盛岡
㈱丸一魚類
丸モ盛岡中央青果㈱
㈲みかわや
みちのくコカ・コーラボトリング㈱盛岡支店
㈱みちのく冷熱
㈱道又時計店
㈱三ツ星商会
㈱メガネの水晶堂
モトモチ商事㈱
盛岡医療生活協同組合 川久保病院
盛岡観山荘病院

盛岡ガス㈱
盛岡ガス燃料㈱
盛岡市歯科医師会
盛岡信用金庫
㈲盛岡自動車学校
㈲盛岡タイムス社
盛岡地区タクシー業協同組合
社団医療法人 盛岡繋温泉病院
盛岡糖粉㈱
盛岡ニッタン㈱
㈱盛岡博報堂
㈱盛岡窓枠
盛岡遊技業組合
㈲盛岡レンガ
㈱ヤシマ部品
㈱山與

㈱ゆうきや
ユニック北東北販売㈱
ユニワード㈱
横河電子機器㈱
㈱吉田印刷
㈱吉田測量設計
渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科
㈱渡辺設計事務所

No.157

福祉もりおか 2011年 9月15日

2011年 9月15日

かわいキャンプ レポート

全国からの支援ボランティアを受け入れ

2,498人が宿泊

かわいキャンプでは、宮古市、山田町、大槌町の災害ボランティア
センターと連携し、各災害ボランティアセンターからのニーズとボラ
ンティアのマッチング、現地までの送迎を行っています。
かわいキャンプには、就寝スペースや炊事のための設備、簡易シャ
ワー、洗濯機、冷蔵庫、駐車場などを備え、長期でのボランティア活
動をサポートしています。
７月６日の開設以来９月９日までに、北海道から沖縄県まで全国各地
や海外から訪れた延べ2,498人のボランティアが宿泊しました。

ベビー肌着、
「新しい生命への贈り物」
手作りベビー肌着活動15年
盛岡女性の船の会

※なお、かわいキャンプでは日帰りでの活動を希望する方も受け入れ
ています。詳しくは下記へお問い合わせください。
翌日のニーズを確認し、
どこで活動するか考えているボランティアさん。
各災害ボランティアセンターからのニーズは、
ガレキ撤去や泥上げ、写真洗浄といった重
労働から、
サロン活動をはじめ、仮設住宅に住んでいる人同士のつながりが形成される支
援といったものまで多岐にわたっています。

東日本大震災義援金寄付者
（盛岡市共同募金委員会扱い）
平成23年6月31日〜8月31日現在（受付日順）

生出児童館 ･･･････････････････････････････････････ 8,673円
河南町内会連絡協議会（河南演芸フェスティバル）･･････ 89,495円

朝日新聞厚生文化事業団から助成金をいただきました。

夕食の様子。食堂にはガスコンロやシンクが組み込まれた調理台が８台

簡易シャワー８台を設置。
もちろん、お湯が出ます。

「被災者支援のために」
と朝日新聞厚生文化事業団から盛岡市社会福
祉協議会に300万円の助成金をいただきました。
災害ボランティアセンターの運営等に使わせていただいています。

ワゴン 車 、車 い す の
ご 寄 付 を い た だきました

就寝スペース。
畳１枚が１人分

かわいキャンプの利用申込は、
利
用予定日に空きがあるか電話で
確認後、利用申込書をＦＡＸまた
はメールで送信という手順でお願
いします。
ＦＡＸやメールを送信で
きない場合はその旨スタッフにお
申し付けください。

乾燥機付きの洗濯機４台を設置

■盛岡市かわいキャンプ
岩手県宮古市川井1-60-3
TEL 0193-76-2005 FAX 0193-76-2231
E-mail kawai-camp@echna.ne.jp

盛岡市かわいキャンプ専用ｗｅｂサイト
（利用申込書はこちらからダウンロードできます。）

http://www.morioka-shakyo.or.jp/kawai/kawaiweb.html
盛岡市かわいキャンプブログ「かわいキャンプ日誌」
http://blog.canpan.info/kawaicamp/
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泥をかき出して土嚢袋に詰め、
３〜４個をまとめて一
輪車で50メートル程度離れた指定場所まで運ぶのはかなりの重労働
で、
終わる頃にはみんなへとへとに疲れていました。
参加者の１人が、
泥だらけになった自分や友人たちを見て、
笑顔で
「がんばった証拠」
と言っていたのが印象的でした。

子育てサロン
「ひよこ」は、
子供の成長・発達を共に喜び、
育んでいく場として乙部地区の谷村主任児童委員が世話
人となって3年前に立ち上げました。
対象は生後から就園前の子供とその親御さんで、
地域の
ボランティアのみなさんなどにも協力していただいて開催して
います。
活動内容は、
手遊びや体操、
工作やゲームなど、
子供たち
が楽しめて成長にも役立つ内容が工夫されています。
おや
つの時間には、
手づくりのおやつを食べながら楽しいひと時を過ごしています。
親御さん同士の情報交換・交流・仲間づくりの場にもなっており、
親子共々楽しめる場として喜
ばれています。
取材に訪れた日、
お孫さんを連れて初めて参加されたという方は「子育てサロン
は子供たちにとって安全で快適な場所なので、
これからも参加させていただきます」
と話していま
した。
開催日：毎月第4月曜日
時 間：午前10時から12時まで
場 所：乙部老人福祉センター
（乙部児童センターでの活動になる場合もあります）
会 費：100円
（２人目以降はプラス50円）
内 容：遊び、
おしゃべりなど

次の法人・事業所様から社協特別賛助会員としてご支援をいただきました。【平成23年8月22日現在】（敬称略・50音順）
梅津医院
㈱エステーモータースクール
エビー㈱
岡田電気㈱
小田中歯科医院
河北印刷㈱
カメイ物流サービス㈱盛岡営業所
㈱北東北第一興商
北日本レストラン㈱
㈱木津屋本店
㈱技電工業
㈲クリーンモーター岩手
介護療養型老人保健施設 圭友
㈲公楽
㈱興和電設
医療法人あすなろ会 小林小児科クリニック

㈱坂本屋
㈲佐々寅青果
㈱佐藤被服
㈱三櫻
㈱三伸鋼機
サンリード東北㈱
㈱ショウエー盛岡営業所
昭和パックス㈱盛岡工場
資生堂販売㈱東北支社盛岡オフィス
白松がモナカ本店㈱盛岡南店
㈱寿広
㈱純情米いわて
㈱ジョイス
㈲セーコー印刷
清水寺
成和自動車鈑金塗装工業㈲

関庄糧穀㈱盛岡支店
全国共済農協組合連合会岩手県本部
全日本食品㈱
㈱ＴＥＣ 総合教育センター学院
㈱高光建設
㈱田澤洋紙店
医療法人社団 仁悠会 田村医院
㈱ダイトク
大北証券㈱
（資）
中央自動車学校
中央土地㈱
㈲直利庵
㈲漬物みゆき
寺岡ファシリティーズ岩手㈱
㈱テレビ岩手
天晶堂都南店

樋下建設㈱
㈱東北イワヤ
㈱東北銀行
東北電話㈱
東北労働金庫岩手県本部
医療法人 遠山病院
徳清倉庫㈱
医療法人 巖心会 栃内病院
都南金融団（東北銀行都南支店内）
㈱都南建設
医療法人 仁医会（財団）都南病院
㈱トヨタレンタリース岩手
㈲豊山商会
㈱杜陵印刷
杜陵高速印刷㈱
杜陵商事㈱

㈱土木技研
㈱成瀬
㈱日興産業
日産チェリー岩手販売㈱
ネッツトヨタ岩手㈱
㈲パールドライ
日立キャピタルオートリース㈱ 東北支店 盛岡営業所
㈱ヒノヤタクシー
㈱平金商店
㈱広田薬品
ビューテーサービス㈱
福田機械㈱
㈲福田パン
富士水工業㈱
㈱ふるさと交通
㈱双葉設備アンドサービス

物産石油瓦斯岩手販売㈱佐藤営業所
ブリヂストンタイヤ岩手販売㈱
㈱北星
星川魚店
㈱ホテルロイヤル盛岡
㈱丸一魚類
丸モ盛岡中央青果㈱
㈲みかわや
みちのくコカ・コーラボトリング㈱盛岡支店
㈱みちのく冷熱
㈱道又時計店
㈱三ツ星商会
㈱メガネの水晶堂
モトモチ商事㈱
盛岡医療生活協同組合 川久保病院
盛岡観山荘病院

盛岡ガス㈱
盛岡ガス燃料㈱
盛岡市歯科医師会
盛岡信用金庫
㈲盛岡自動車学校
㈲盛岡タイムス社
盛岡地区タクシー業協同組合
社団医療法人 盛岡繋温泉病院
盛岡糖粉㈱
盛岡ニッタン㈱
㈱盛岡博報堂
㈱盛岡窓枠
盛岡遊技業組合
㈲盛岡レンガ
㈱ヤシマ部品
㈱山與

㈱ゆうきや
ユニック北東北販売㈱
ユニワード㈱
横河電子機器㈱
㈱吉田印刷
㈱吉田測量設計
渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科
㈱渡辺設計事務所

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23年6月30日〜平成23年8月31日現在（敬称略）

●一般寄付
社会福祉のために
吉田博己 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
●物品寄付
高齢者福祉のために
フジモトホールディングス株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 車いす2台
東日本大震災復興支援のために
匿名・・・大人用紙おむつ43箱、幼児用紙おむつ14箱、マスク21箱、清浄綿17箱、歯ブラシ3,000本
全日本自動車産業労働組合総連合会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ワゴン車1台

qqqqqqqqqq

qqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

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。
日
時：平成23年 9月29日(木) 午前10時から午後3時まで
平成23年11月29日(火) 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 盛岡市役所玉山総合事務所隣接）
定
員：8名（定員に達し次第締め切り）
相談時間：1人30分以内
申 込 先：盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL 683-2743

社会福祉協議会の相談窓口

■第48回盛岡市老人作品展示会ーーーーーーーーーーーーー
期

日：10月18日（火）から20日
（木）まで
午前10時から午後5時まで
場
所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
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
内
容：写真、絵画、書道、手芸、工芸等
問い合わせ：盛岡市老人クラブ連合会 TEL654-2180

2011
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福祉もりおか

《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 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）

《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。
相談日時：10月21日
（金）
午前10時から午後4時まで
11月18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 TEL 651-1000

社会福祉
法
人

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/

昨年の作品展の様子

■市民福祉茶会ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
盛岡市にお住まいの70歳以上の方を福祉茶会にご招待します。
日
時：11月6日（日）午後１時から
場
所：杜陵老人福祉センター（南大通1-7-5）
申 込 先：招待券をご希望の方は、盛岡市社会福祉協議会へ。（お１人様１枚まで）
盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）TEL651-1000

を 良 く す る し く み
ち
ま
の
分
−
− 自

１０月１日、
赤い羽根共同募金が
はじまります。

盛岡市と盛岡市老人クラブ連合会では、結婚50年を迎えたご夫婦を対象とした「金婚
慶祝会」の参加者を募集しています。
対
象：昭和36年１月１日から12月31日までの間に結婚したご夫婦
日
時：平成23年11月10日
（木） 午前10時から午後1時まで
開催場所：盛岡グランドホテル
参 加 費：ご夫婦で6,000円（集合写真代含む）
申 込 先：各地区老人クラブ会長または、〒020-8530 市役所高齢者支援室内 金婚慶
祝会実行委員会へ（詳細は盛岡市広報９月1日号をご覧ください）
申込期限：9月26日
（月）必着
問い合わせ：市役所高齢者支援室 TEL 651-4111 内線3567

今年も１０月１日から赤い羽根共同募金運動がはじまります。
お寄せいただいた募金は、盛岡市内をはじめ岩手県内の各種民間社会福祉施設の
施設整備費、ボランティア・ＮＰＯ団体、福祉団体等の行う地域福祉活動費に助成さ
れるほか、この度の東日本大震災におけるボランティア活動を支える資金として多
くの支援活動に助成しています。
例年同様、戸別募金、街頭募金、学校募金、職場募金などでのご協力をよろしくお願いし
ます。

ホームヘルパー募集

＜相談電話 ６５１−１０００＞

盛岡市社会福祉協議会では、
ヘルパーステーションで働くホームヘルパーを募集します。
募集職種：ホームヘルパー
必要資格：ホームヘルパー２級以上または介護福祉士資格
雇用形態：非常勤（時給1,200円〜）
募集人数：若干名
勤 務 地：①盛岡駅西口ヘルパーステーション（盛岡駅西通１丁目2-2）
②月が丘ヘルパーステーション（月が丘３丁目7-5）
問い合わせ：盛岡駅西口ヘルパーステーション TEL 653-3013
月が丘ヘルパーステーション TEL 645-5125

避難生活の皆さんにサロンを開催
盛岡市社会福祉協議会では、東日本大震災発生後、盛岡市内に避難されて生活している
皆さんが、気軽に集まっておしゃべりを楽しむ場としてサロンを開催しています。
毎週火曜日、午前10時から、場所は旧農林中金ビル
（内丸3-46）
に設けられた
「もりおか
復興支援センター」1階交流スペースです。
内容は、
お茶を飲みながらおしゃべりを楽しみ、
それぞれ自由な時間をすごしています。例え
ば、刺繍や、折り紙、編み物をしたり、絵を描いたり・
・
・。好きなことを自由にできるサロンです。出
入りも自由です！ 気軽に参加してみてください。
開 催 日：毎週火曜日
時
間：午前10時から12時まで
会
場：もりおか復興支援センター
（盛岡市役所斜め向かい、旧農林中金ビル）

盛岡市社会福祉協議会では、東日本大震災により大きな被害を
受けた沿岸被災地での活動を希望する個人ボランティアをとりま
とめ、バスで沿岸被災地の災害ボランティアセンターまで送迎す
るボランティアバスを運行し、８月までに延べ 1,067 名の参加を
いただきました。このボランティアバスの運行などに共同募金のお金が役立てられています。
また、被災地で活動するボランティアに対して、赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金」の助成を受
けてボランティア活動保険の保険料を負担しているほか、宮古市川井地区に開設した「盛岡市かわいキャンプ」から沿岸の災害ボランティアセンターま
での送迎車両の運行にも共同募金のお金が役立てられています。
※「盛岡市かわいキャンプ」とは、東日本大震災で被災した沿岸被災地へボランティアに行かれる方を長期的に支援するため、7 月 6 日盛岡市が宮古市川井地区に設置した施設
です。盛岡市から委託を受け、盛岡市社会福祉協議会が運営しています。

福祉の就職総合フェア 2011募集

《人権・生活相談》

人権、生活に関する相談を受けます。
相談日時：10月12日
（水）
午前10時から午後3時まで
11月9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77-1）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL 683-2743

母子・寡婦・父子のための法律相談
母子・寡婦・父子家庭を対象とした弁護士による法律相談を行います。
対
象：母子家庭の母、寡婦および父子家庭の父
日
時：平成23年11月10日（木）午前10時から午後3時まで
場
所：岩手県福祉総合相談センター（本町通3-19-1）
相 談 料：無料
申 込 先：時間の予約を受け付けています。
岩手県母子寡婦福祉連合会
盛岡市ひとり親家庭等就業・自立支援センター
TEL/FAX 623-8539

福祉の職場に就職を希望する方や興味のある方を対象に
「福祉の就職総合フェア」
が開
催されます。
社会福祉施設・事業所等が個別面談で事業紹介や職員採用案内を行うほか、福祉の職
場に必要とされる資格や 適性等の情報を提供します。
参加対象：
⑴福祉の職場に就職を希望している方または福祉の職場に関心のある方
⑵平成 24 年 3 月卒業予定の大学・短大・専門学校等の学生
⑶情報収集を目的とした、上記(2)以外の大学・短大・専門学校等の学生
⑷学校の進路指導等担当職員等
開催日時：10 月 2 日
（日） 午後0時30分から午後４時まで
特別企画 福祉施設・事業所 PR タイム 午後0時30分から午後1時30分まで
就職に役立つヒューマンスキル講座 午後1時30分から午後2時30分まで
会
場：サンセール盛岡
（盛岡市志家町 1-10 電話 651-3322）
参加方法：直接会場にお越しください。
（参加費無料、入退場自由、履歴書不要）
問い合わせ：岩手県社会福祉協議会:福祉人材研修課/岩手県福祉人材センター
〒020-0831 盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手 2 階
TEL 637-4522 FAX 637-9612
E-mail:fukushijinzai-1@iwate-shakyo.or.jp

かわいキャンプでのボランティア送迎の模様

第50回

盛岡市社会福祉大会
時：10月25日
（火）午後1時から午後4時40分まで
所：岩手県民会館大ホール
容：社会福祉功績者表彰、福祉作文・
標語最優秀賞表彰・朗読、記念講演
記念講演：演題 「今をやさしさの時代に」
日
場
内

家族介護者リフレッシュ旅行 参加者募集

※入場は無料ですが、入場整理券が必要です。入場整理券は９月26日から次の窓口
で配布します。
盛岡市総合福祉センター、
盛岡市玉山総合福祉センター、
盛岡市役所本庁舎・都南
総合支所・玉山総合事務所

11月に「第2回家族介護者リフレッシュ旅行」（1泊2日）を開催します。
毎日ご家族の介護で頑張っている皆さん、一息入れてみませんか？

福祉もりおか広告募集

地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

10月〜11月

■金婚慶祝会のご案内ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

弁護士による無料法律相談

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）
・発行部数 1回約125,200部
・広告料（1回）50,000円（縦64mm×横243ｍｍ）
・申し込み・問い合わせ 盛岡市社会福祉協議会 TEL 651-1000

催し案内

福祉もりおか

表紙
広告スペース

縦64mm×横243mm

参加対象：盛岡市内にお住まいの寝たきり高齢者や身体に重度の障がいのあるご家族
をご家庭で介護されている方
※開催日、募集方法等については、「広報もりおか」10月15日号に掲載されます。
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会 在宅福祉課TEL 651-1000

宮古市に開設した「盛岡市かわいキャンプ」には、全国各地からやってきたたくさんのボラン
ティアさんがやってきています。ぜひ、
このボランティアさんたちと一緒に活動し、
夕食を共に
してみてください。その活動や会話は、
きっとかけがえのないものになるはずですから。(K)

講師の広瀬久美子さん

講師プロフィール（フリーアナウンサー）
早稲田大学文学部国文学科卒業後、
ＮＨＫに入局、
アナウンス
室に配属。
テレビ「週間ボランティア」
「平成世の中研究所」
「ＮＨＫ
スペシャル」
「きょうの料理」
「婦人百科」
「趣味の園芸」
「午後の
ロータリー」など数多くの番組を担当。
ＮＨＫを 卒業 後はフリーに。
東京成徳短期大学講師もつとめる。

講師プロフィール（落語家／関西お笑いタレント）
桃山学院大学社会学部卒業。1991年に4代目林家染丸に入
門。古典から新作まで果敢にチャレンジし、
その豊かな感性で明
るく楽しい高座は大好評。
なんばグランド花月
（ＮＧＫ）、梅田花月
シアターにも出演。

講師の林家花丸さん

