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24年12月26日〜平成25年4月16日現在（敬称略）

●一般寄付
社会福祉のために
社会福祉のために
藤村 文昭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
小川 晃子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,237円
盛岡市グラウンド・ゴルフ協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,000円
一般社団法人 岩手県損害保険代理業協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,192円
匿 名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
船田一自治会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,006円
民謡基菊会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
総合福祉センター補修準備積立金として
盛岡市保育所協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・258,000円
復興支援ボランティア活動のために
関東第一高等学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,200円
関東第一高等学校生徒会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,800円
●物品寄付
高齢者福祉等のために
シニアビリヤード教室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車イス1台
特別養護老人ホーム すずらんガーデン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車イス4台
被災地支援のために
前川 恵美・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本30冊
TOMO&STEKY ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・袖口カバー100個
川崎市役所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 草刈機1台
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社会福祉協議会の相談窓口
＜盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内 ６５１-１０００＞

《高齢者無料職業紹介所》
（予約不要）
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：月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時
（国民の休日、年末年始を除きます）

《結婚相談所》
（予約不要）

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〜午後4時
（国民の休日、年末年始を除きます）

《心配ごと相談所》
（予約不要）

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お聴きし、解決
へのアドバイスをします。
相 談 日：月〜金曜日 午前10時〜午後4時
（国民の休日、年末年始を除きます）

《心配ごと相談》
（予約不要）
盛岡市役所都南総合支所

催し案内

5月〜7月

■市民福祉茶会

盛岡市にお住まいの70歳以上の方に割引券を配布します。
日
時：平成25年6月2日（日）午後1時〜
平成25年7月7日（日）午後1時〜
場
所：杜陵老人福祉センター（南大通1-7-5）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）
（お１人様１枚まで）
※割引券を茶会会場にお持ちいただくと、通常900円の
ところを500円で入場できます。

2013
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《人権・生活相談》
（予約不要）
盛岡市玉山総合福祉センター

人権、生活に関する相談を受けます。
相 談 日：6月12日
（水）
午前10時〜午後3時
7月10日
（水）
午前10時〜午後3時
場
所：盛岡市玉山総合福祉センター
（玉山区渋民字泉田360）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL 683-2743

■被災地スタディツアー

下記の日程で被災地の今を知る研修
（ツアー）
を行います。
実 施 日：平成25年6月15日（土）
行 き 先：釜石市、大槌町
集合時刻：午前7時10分（出発7時30分）
集合・解散場所：盛岡駅西口マリオス入口前
解散予定時刻：午後6時
料金
（昼食込）
：盛岡市ボランティア連絡協議会会員 2,500円 昨年のスタディツアーの様子
一般市民
3,000円
定
員：ボラ連会員20名、一般市民20名（先着順）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000
申込期限：5月31日（金）
主
催：盛岡市ボランティア連絡協議会コーディネートセンター

■シニアビリヤード教室

シニアのみなさん、
ビリヤードにチャレンジしてみませんか。
主
催：岩手県ビリヤード協会
日
時：6月19日から毎週水曜日
午後2時〜午後4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：1カ月2,500円（道具貸料含む）
申し込み：岩手県ビリヤード協会 TEL・FAX 697-7135
申込期限：6月8日（土）

キャップハンディ体験をしてみませんか
盛岡市社会福祉協議会では小学校・中学校・高等学校・町内会などが行う車いす体験、
アイマ
スク体験、
高齢者疑似体験、
福祉講話などに、
職員を派遣しています。
関心のある方は、
お気軽にお問い合わせください。
費
用：無料
申し込み：希望する日の2週間前までに、社会福祉協議会へご連絡下さい。
日程によってはご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
体験用具は、台数に限りがあります。詳しくは、下記にお問い合わせください。
盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000

ホームヘルパー募集

盛岡市社会福祉協議会では、車いすを利用している方や寝たきり状態のため一般の交通機
関の利用が困難な方の通院等を支援するために無料でリフト付き車両を運行しています。
このリフト付き車両の運転ボランティアを募集します。
運転する車両：トヨタハイエース
（MT）
、
日産セレナ、
ダイハツアトレー
条 件：普通自動車免許をお持ちの65歳以下の方
時 間：平日の午前９時〜12時30分、午後１時３０分〜４時
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000

病院ボランティア募集

盛岡市社会福祉協議会の平成25年度事業計画・予算が決まりましたのでお知らせします。
事業計画のうち重点項目は下記の通りです。
なお、事業計画の詳細は、当協議会（若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内）備え付けの資料でご覧いただけます。また、ホームページにも掲載しています。
http://www.morioka-shakyo.or.jp/

重 点 項 目

指定障がい者福祉サービス
1,296千円

1面と2面にも掲載されていましたとおり、
盛岡市かわいキャンプが平成25年3月29日をもっ
て、
閉所となりました。
開所から1年8ヶ月の間、
たくさんのボランティアの方々にご協力をいただ
き、
多くのご支援もいただきました。
本当にありがとうございました。
さて、
新年度となり1ヶ月が過ぎました。
日々暖かくなって気持ち良い日が続いていますが、
毎
年、
この時期になると、
私は花粉により目や鼻の調子が悪くなってしまいます。そのことによって
春の訪れを体感しているところではありますが、
今年は例年以上にひどくなりそうなので、
花粉症
対策グッズを取り入れ、
しっかりと対処していきたいと思います。（ま）
地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

地域福祉活動の推進
地域福祉活動計画に沿って、高齢者等の方々が住み慣れた地域で安心して暮らす
ことができるよう、地区福祉推進会や町内会・自治会等が地域の特徴を生かして行
う、見守り活動やサロン活動、安心・安全な地域づくり活動等の地域福祉活動につ
いて積極的にコーディネートし、支援します。

２

ボランティア活動の推進
ボランティア活動の活性化を図るため、活動の担い手となる団体、個人、民間企
業に対してボランティア情報を提供し、養成を行うとともに、福祉教育と連動した
ボランティア意識の高揚や地域住民の生活支援、災害時等に対応するボランティア
の育成を図る事業を進めます。

３ 福祉サービスの利用支援
増大する生活福祉資金・助け合い資金の貸付相談や日常生活自立支援の相談態勢
を整えるとともに、福祉サービス利用者等の立場に立ったサービス利用の援助や地
域での生活支援に向けた相談・支援活動、情報提供等に努めます。
４ 在宅福祉サービスの推進
地域社会で安心して暮らし、社会参加をすることができるよう、自立に向けた日
常生活上の支援に努めるとともに、一定の採算の確保に向けた介護保険事業の健全
経営を図ります。

居宅介護支援事業
38,924千円
訪問入浴介護事業
10,088千円

効果的、効率的な業務執行と職員の育成
社協の事務事業の全般にわたって職員参加による見直し・改善を行うとともに、
社協職員育成基本方針に基づき、職場内外の職員研修の実施等職員の育成につなが
るシステムの確立を図ります。

かわいキャンプ閉所

ご利用ありがとうございました。

沿岸被災地支援ボランティア活動拠点「盛岡
市かわいキャンプ」は、平成25年3月29日に閉
所しました。
開設から1年8カ月、延べ１万５千人を越えるボ
ランティアの皆様にご利用いただきました。
かわいキャンプ活動実績などの詳細は２面に
掲載しました。

会費収入(※)
21,700千円

寄附金
2,400千円

訪問介護事業
66,960千円

収 入

補助金
153,198千円

632,589千円
通所介護事業
70,306千円
償還金
5,200千円

赤い羽根配分金
8,946千円

利用料・賃貸料
10,272千円

歳末たすけあい配分金
13,495千円

県社協受託金
34,143千円

市受託金
150,149千円

基金積立
10,670千円

児童館等管理運営事業
92,817千円

支 出
632,589千円

介護保険・障がい者支援事業
209,650千円

５ 東日本大震災被災地の復興支援
東日本大震災による沿岸被災地の復興を支援するため、被災地の各復興支援セン
ターと連絡調整を図りながら、各復興支援団体や支援ネットワークと支援活動情報
を共有し、活動の展開を図ります。
６

その他
45,512千円

総合福祉センター管理運営
55,069千円

予備費 2,000千円
地域福祉活動事業
35,309千円

人件費・事務費
145,103千円

福祉サービス事業
70,360千円
東日本大震災復興支援事業
3,420千円
広報事業
8,191千円

世帯会費（１世帯２００円）
※
個人会費（１名５００円）
会費収入の内訳
団体・施設会費（１団体２，０００円）
【２１，７００千円】
特別賛助会費（法人・事業所）

１９，０００千円
９４０千円
３６０千円
１，４００千円

第39回 盛岡市老人スポーツ祭典
日 時：平成25年7月11日
（木）

午前9時〜

場 所：岩手県営運動公園陸上競技場
（みたけ1-10-1）
市内全域から集結した12チームが、徒
競争やボール送りなど、練習の成果を発
揮し熱戦を繰り広げます。
昨年の大会の様子
ボランティアの手によって幕が降ろされました

くるまのトータルサポート!!
56th

おかげさまで56年

有限
会社

大石自動車

＜本社工場＞

〒020-0832 盛岡市東見前4-3-1
TEL 019-639-0014
FAX 019-632-6105

＜スズキショップオオイシ＞

くるまの事なら何でも
ご相談下さい!!
○車
検
○板
金
○整
備
○新 車 販 売
○ 中古車販売
○ レンタカー
○任 意 保 険

〒020-0833 盛岡市西見前12-105
TEL 019-638-0014
FAX 019-637-3560

TSUTAYA●

盛岡南
IC

至市内

日赤
●

●ツルハ
ふれあいランド●
ホーマック●

ジョイス
見前店●

展示場

北上川

広告スペース

縦64mm×横243mm

支え合いの輪 より大きく…

国道4号

表紙

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

●UNION（ユニオン）
●岩手スバル

本社工場

矢幅駅

福祉もりおか

TEL：０１９
（６５１）
１０００ FAX：０１９
（６２２）
４９９９

東北自動車道

岩手県立中央病院内で、次のボランティア募集しています。
活動内容：外来案内、小児科での子どものお相手、病棟で患者様のお世話、植物の
お世話、医学図書の案内、イベントのお手伝い、本棚の整理 など
連 絡 先：岩手県立中央病院ボランティアひまわり
岩手県立中央病院ボランティア室 TEL 653-1151 内線2314
連絡は月曜日午前10時から午後3時までにお願いします。
http://www5.pref.iwate.jp/˜chuohp/cn31/pg304.html

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

盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター

飯岡駅

今年も㈱ＮＴＴ東日本-岩手様から
「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電話
連絡等を行う際に、用件や連絡先等を書いて近くにいる
方に電話をかけていただくお願いをするためのものです。
お願いをされた場合はご協力をお願いします。
いただいた手帳は、障がい者団体を通じて配布しま
す。
また、盛岡市社会福祉協議会、盛岡市役所の窓口で
も配布しています。

平成25年度盛岡市社会福祉協議会事業計画概要

１

運転ボランティア募集

ＮＴＴ東日本から「電話お願い手帳」の贈呈

福祉もりおか

盛岡市社会福祉協議会

昨年の福祉茶会の様子

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。
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

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：5月17日
（金）
午前10時〜午後4時
6月21日
（金）
午前10時〜午後4時
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

165

No.

社会福祉
法
人

至花巻

アクセス 東北自動車道 盛岡南ICより車で10分

＜レンタカー＞

〒020-0832 盛岡市東見前4-3-1
TEL 019-681-8114
FAX 019-632-6105

No.165

福祉もりおか 2013年 5月15日

2013年 5月15日

か わ い キ ャ ン プ 閉 所
盛岡市が宮古市川井地区に沿岸被災地支援ボランティア活動拠点として設置し、
平成23年
7月6日から盛岡市社会福祉協議会が運営してきました「盛岡市かわいキャンプ」は、
平成25年3
月29日に閉所いたしました。
1年8カ月の間、
沿岸地域と全国のボランティアをつなぐ橋渡し役として、
宮古市、
山田町、
大槌
町を中心とした沿岸地域の復興支援活動に携わり、
延べ1万5千人を超えるボランティアの皆様
に利用していただきました。
かわいキャンプは閉所となりましたが、
これまでの活動の中で生まれた多くのつながりを大切に
し、被災地のボランティアセンターをはじめ、盛 【活動先実績】
岡市復興支援センター、
もりおか復興支援ネッ
トワークなど関係団体と連携を図りながら、今
後も復興支援に取り組んで参ります。

【

かわいキャンプ
利用実績

】

宿

泊

者

１３,７８０人

活

動

者

１５,２７３人

活動先
宮 古 市
山 田 町
大 槌 町
釜 石 市
かわいキャンプ内
そ の 他
合
計

活動件数
967
406
640
4
129
519
2,665

活動者数
4,403
3,715
4,125
22
1,085
1,923
15,273

【活動内容】
項 目
瓦礫撤去・泥出し・河川海岸清掃
仮設住宅サロン支援
写真洗浄・整理
イベント開催・支援
仮設住宅引越し・環境整備・物資仕分
その他
合 計

活動件数
576
583
515
230
156
605
2,665

被災地支援活動助成のお知らせ
岩手県共同募金会では、東日本大震災被災地の復興に
向けてさまざまな人のつながりを育み、被災地域のコミュニテ
ィ再興を願い、岩手県内の住民団体等による支え合い活動
を支援するため、
次のとおり助成事業を実施します。
（1）
対象団体
岩手県内で支え合い
（助け合い）活動を行う町内会等
の住民団体、
ボランティア団体、NPO活動団体等で、岩手
県民5名以上で構成されている非営利団体
（2）
活動期間
応募書提出の翌日〜平成26年3月31日
（3）
活動内容
沿岸被災者支援のため実施する支え合い活動。
沿岸被災地で行われる活動だけでなく、内陸に避難して
いる被災者を対象とした活動も助成対象となります。
（4）
助成金額
1団体につき1回あたり10万円を上限とします。同じ団体
からは、平成25年度内に2回まで応募することができます。
詳しくは、
岩手県共同募金会
（TEL 637‐8889）
へお問
い合わせください。

れ
もっとひろが 輪
ボランティアの
患者さん、ご家族が安心できるように…

岩手県立中央病院 ボランティアひまわり

代行、
さらには、子どもの病室の飾り付け、院内外の観葉
植物や花の手入れといったことまで行っています。
「医療のじゃまにならないように、
患者さんや付き添いの
方に安心、
安寧をもたらすように、
というのがモットーです」
と代表の竹花さん。
結成は平成12年。
メンバーは病院の募集に応えて集
まった人たちで、現在は46人。特に医療施設で働いた経
験を持つ人ということではなく、一般家庭の主婦がほとん
ど。
男性は３人。
「ボランティアひまわり」では折にふれて新人さんを募集
していて、代表の竹花さんによると
「資格はいりません。
お
掃除ができて、
家族に対する思いやりのあるふつうのお母
さんだったら出来ます」
とのこと。
入会すると、
あらかじめ研修を受たうえで、外来案内
班、
小児病棟班、
お話の部屋班、
環境・図書班、
病棟支援
班、
ひまわり図書室班、
と６つの班のうち、
その人の得意そ
うな班に所属して活動することになるそうです。

福祉もりおか No.165

竹花さんは「ご家族がなかなか病院に来られない
方もいらっしゃるので、
これからはそういう患者さんの
ためにお話し相手になったりしてあげたいなあと思っ
ています」
と話していました。
病院ボランティアを希望される方は、
本紙４面の募集記事を参照
してください。

患者さんとのふれあい

東日本大震災義援金の受付

（盛岡市共同募金委員会扱い）
平成24年12月15日〜平成25年4月9日

おゆみ野ゴルフガーデン･･ 50,000円

活動者数
5,866
2,636
2,353
1,503
734
2,181
15,273

盛岡市社会福祉事業団 ･･･ 2,500円
コスモスコーラス･･･････ 20,000円

外来受付フロアでの案内

岩手県立中央病院の朝の外来受付は大勢の人で混雑
しています。初めての人や高齢の方はどうしたらよいのかわ
からないのではないでしょうか。
そんな人のためにオレンジ色
のエプロンをした「ボランティアひまわり」のメンバーが活躍し
ています。場所の案内をはじめ、車椅子で来院した人の介
助、診療費の自動支払機の使い方、
そしてタクシー乗降の
サポートなどもしています。
外来案内のほか、
お母さんが受診しているあいだ子どもの
見守りをしたり、
患者さんの手浴・足浴やマッサージ、
あるいは
「ひまわり文庫」
という移動図書を病室に運ぶ等、
様々な活動
を行います。
同院３階にある医学書や健康に関する図書500
冊余りを備えた「ひまわり図書室」の利用サポートやコピーの

かわいキャンプの思い出…

ご協力ありがとうございました
平成24年度共同募金報告

季節に合わせて子ども病室の飾り付け

ボランティアひまわり

代 表：竹花 昭子さん
連絡先：岩手県立中央病院ボランティア室
TEL 653−1151内線2314
（連絡は月曜日午前10時から午後3時まで）
会 員：46名

2〜3月に行われた福祉関係行事から…

昨年10月1日から12月31日まで、
共同募金運動を行い、市民の皆様は
じめ、企業や学校、団体など多くの
方々のご協力をいただきました。
ご協力に感謝申し上げ、ご報告い
たします。

赤い羽根募金
32,896,186円
歳末たすけあい募金 14,747,764円

平成24年度
特別賛助会費

地域の民生委員を
ご存じですか？
民生委員は、民生委員法に基づいて、盛岡市長の推薦で、
厚生労働大臣から委嘱される福祉制度ボランティアです。
任期は3年です。全国では23万人、岩手県では3，
711人（うち
主任児童委員362人）
の定数が定められ、
盛岡市では556人（う
ち主任児童委員56人）
の民生委員が活動しています。
（※主任児童委員は、地域内の子どもや児童福祉に関する相
談支援を専門に担当する方で、
民生委員と共に活動します。）
民生委員は、
地域ごとに一人ひとり担当区域が定められてお
り、
生活上の困りごとに住民目線で相談に応じる身近な相談相手です。専門的な相談内容につきま
しては、
福祉をはじめとした様々な関係機関と連携しており、
住民と関係機関との「つなぎ役」
として
相談支援活動を行います。
また、地域の支え合いのしくみづくりなど地域の方々と一緒に、安心して住みやすいまちづくりを
めざします。
法律で、
政治的に中立な立場と知り得た秘密を守ることが義務付けられていますので、
安心して
お気軽にご相談ください。
お住まいの地域の民生委員を知りたい方は下記へお問い合わせください。
盛岡市役所 地域福祉課 TEL ６５１-４１１１
（内線２５２２〜２５２４）
盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL ６５１-１０００
（民生委員担当）

S

サロン
訪問

平成24年度分として次の法人・
事業所様から特別賛助会費を頂
戴しました。
ご協力に感謝し、
ご報
告申し上げます。

お じ ゃ まし ま す

峰 崎お茶っこ会

北 上川流 域 南 部
の東岸にある静かな
農村地帯、黒川で開
催されている「 峰 崎
お茶っこ会」は峰崎
地 区 周 辺の高 齢 者
の方々が集い平成24
年度から活動されて
います。
地元民生委員と
「希望の里介護支援センター」が中心と
なり、
峰崎地区公民館で月１回、
参加者全員で仲良くお菓子
作りやお茶飲み等を楽しみながらお互いの見守りをしていま
す。
温かく家庭的なムードの中、
いつまでも話題と笑い声が尽
きることなく時間が流れていました。
開催日時：毎月第４木曜日 10時〜12時
活動内容：おしゃべり、おやつ作り、映画ほか
お 茶 代：100円

（平成24年12月28日〜平成25年4月24日現在）

㈱赤澤紙業
第43回盛岡市老人芸能大会

2月15日 岩手県民会館 45団体（465人）来場1,500人
高齢者の生きがいの高揚と、高齢者に対する認識を深め
ることを目的とした「老人芸能大会」が開催されました。

家族介護者リフレッシュ交流会

２月25日 清温荘
（盛岡市繋）
参加者21名 健康体操教室等
寝たきりの高齢者や重い障がいのある家族等を介護している方に
ひとときくつろいでいただこうと
「リフレッシュ交流会」が行われました。

㈱岩鋳鋳造所
岩手ヤクルト販売㈱
㈲大清水多賀本店
㈱川村電業
北日本レストラン㈱
㈱三 櫻
昭和石材㈱
㈲鈴木建設
㈱鈴 徳
㈲第一環境保全
㈱東山堂
㈲福田パン

ボランティア交流会

２月16日 盛岡市総合福祉センター 参加者21名
ボランティア活動をしている方、ボランティアをやってみ
ようと考えている方の交流会が開催されました。

第38回市長杯争奪身障者ボウリング大会

3月10日 ビッグハウススーパーレーン 参加者39名
身体に障がいのある市民の方に運動不足解消とスポーツを通じ
ての交流を目的にボウリング大会が開催されました。

㈲盛岡消防設備点検センター
㈱盛岡清掃センター
㈱吉田印刷
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か わ い キ ャ ン プ 閉 所
盛岡市が宮古市川井地区に沿岸被災地支援ボランティア活動拠点として設置し、
平成23年
7月6日から盛岡市社会福祉協議会が運営してきました「盛岡市かわいキャンプ」は、
平成25年3
月29日に閉所いたしました。
1年8カ月の間、
沿岸地域と全国のボランティアをつなぐ橋渡し役として、
宮古市、
山田町、
大槌
町を中心とした沿岸地域の復興支援活動に携わり、
延べ1万5千人を超えるボランティアの皆様
に利用していただきました。
かわいキャンプは閉所となりましたが、
これまでの活動の中で生まれた多くのつながりを大切に
し、被災地のボランティアセンターをはじめ、盛 【活動先実績】
岡市復興支援センター、
もりおか復興支援ネッ
トワークなど関係団体と連携を図りながら、今
後も復興支援に取り組んで参ります。

【

かわいキャンプ
利用実績

】

宿

泊

者

１３,７８０人

活

動

者

１５,２７３人

活動先
宮 古 市
山 田 町
大 槌 町
釜 石 市
かわいキャンプ内
そ の 他
合
計

活動件数
967
406
640
4
129
519
2,665

活動者数
4,403
3,715
4,125
22
1,085
1,923
15,273

【活動内容】
項 目
瓦礫撤去・泥出し・河川海岸清掃
仮設住宅サロン支援
写真洗浄・整理
イベント開催・支援
仮設住宅引越し・環境整備・物資仕分
その他
合 計

活動件数
576
583
515
230
156
605
2,665

被災地支援活動助成のお知らせ
岩手県共同募金会では、東日本大震災被災地の復興に
向けてさまざまな人のつながりを育み、被災地域のコミュニテ
ィ再興を願い、岩手県内の住民団体等による支え合い活動
を支援するため、
次のとおり助成事業を実施します。
（1）
対象団体
岩手県内で支え合い
（助け合い）活動を行う町内会等
の住民団体、
ボランティア団体、NPO活動団体等で、岩手
県民5名以上で構成されている非営利団体
（2）
活動期間
応募書提出の翌日〜平成26年3月31日
（3）
活動内容
沿岸被災者支援のため実施する支え合い活動。
沿岸被災地で行われる活動だけでなく、内陸に避難して
いる被災者を対象とした活動も助成対象となります。
（4）
助成金額
1団体につき1回あたり10万円を上限とします。同じ団体
からは、平成25年度内に2回まで応募することができます。
詳しくは、
岩手県共同募金会
（TEL 637‐8889）
へお問
い合わせください。

れ
もっとひろが 輪
ボランティアの
患者さん、ご家族が安心できるように…

岩手県立中央病院 ボランティアひまわり

代行、
さらには、子どもの病室の飾り付け、院内外の観葉
植物や花の手入れといったことまで行っています。
「医療のじゃまにならないように、
患者さんや付き添いの
方に安心、
安寧をもたらすように、
というのがモットーです」
と代表の竹花さん。
結成は平成12年。
メンバーは病院の募集に応えて集
まった人たちで、現在は46人。特に医療施設で働いた経
験を持つ人ということではなく、一般家庭の主婦がほとん
ど。
男性は３人。
「ボランティアひまわり」では折にふれて新人さんを募集
していて、代表の竹花さんによると
「資格はいりません。
お
掃除ができて、
家族に対する思いやりのあるふつうのお母
さんだったら出来ます」
とのこと。
入会すると、
あらかじめ研修を受たうえで、外来案内
班、
小児病棟班、
お話の部屋班、
環境・図書班、
病棟支援
班、
ひまわり図書室班、
と６つの班のうち、
その人の得意そ
うな班に所属して活動することになるそうです。

福祉もりおか No.165

竹花さんは「ご家族がなかなか病院に来られない
方もいらっしゃるので、
これからはそういう患者さんの
ためにお話し相手になったりしてあげたいなあと思っ
ています」
と話していました。
病院ボランティアを希望される方は、
本紙４面の募集記事を参照
してください。

患者さんとのふれあい

東日本大震災義援金の受付

（盛岡市共同募金委員会扱い）
平成24年12月15日〜平成25年4月9日

おゆみ野ゴルフガーデン･･ 50,000円

活動者数
5,866
2,636
2,353
1,503
734
2,181
15,273

盛岡市社会福祉事業団 ･･･ 2,500円
コスモスコーラス･･･････ 20,000円

外来受付フロアでの案内

岩手県立中央病院の朝の外来受付は大勢の人で混雑
しています。初めての人や高齢の方はどうしたらよいのかわ
からないのではないでしょうか。
そんな人のためにオレンジ色
のエプロンをした「ボランティアひまわり」のメンバーが活躍し
ています。場所の案内をはじめ、車椅子で来院した人の介
助、診療費の自動支払機の使い方、
そしてタクシー乗降の
サポートなどもしています。
外来案内のほか、
お母さんが受診しているあいだ子どもの
見守りをしたり、
患者さんの手浴・足浴やマッサージ、
あるいは
「ひまわり文庫」
という移動図書を病室に運ぶ等、
様々な活動
を行います。
同院３階にある医学書や健康に関する図書500
冊余りを備えた「ひまわり図書室」の利用サポートやコピーの

かわいキャンプの思い出…

ご協力ありがとうございました
平成24年度共同募金報告

季節に合わせて子ども病室の飾り付け

ボランティアひまわり

代 表：竹花 昭子さん
連絡先：岩手県立中央病院ボランティア室
TEL 653−1151内線2314
（連絡は月曜日午前10時から午後3時まで）
会 員：46名

2〜3月に行われた福祉関係行事から…

昨年10月1日から12月31日まで、
共同募金運動を行い、市民の皆様は
じめ、企業や学校、団体など多くの
方々のご協力をいただきました。
ご協力に感謝申し上げ、ご報告い
たします。

赤い羽根募金
32,896,186円
歳末たすけあい募金 14,747,764円

平成24年度
特別賛助会費

地域の民生委員を
ご存じですか？
民生委員は、民生委員法に基づいて、盛岡市長の推薦で、
厚生労働大臣から委嘱される福祉制度ボランティアです。
任期は3年です。全国では23万人、岩手県では3，
711人（うち
主任児童委員362人）
の定数が定められ、
盛岡市では556人（う
ち主任児童委員56人）
の民生委員が活動しています。
（※主任児童委員は、地域内の子どもや児童福祉に関する相
談支援を専門に担当する方で、
民生委員と共に活動します。）
民生委員は、
地域ごとに一人ひとり担当区域が定められてお
り、
生活上の困りごとに住民目線で相談に応じる身近な相談相手です。専門的な相談内容につきま
しては、
福祉をはじめとした様々な関係機関と連携しており、
住民と関係機関との「つなぎ役」
として
相談支援活動を行います。
また、地域の支え合いのしくみづくりなど地域の方々と一緒に、安心して住みやすいまちづくりを
めざします。
法律で、
政治的に中立な立場と知り得た秘密を守ることが義務付けられていますので、
安心して
お気軽にご相談ください。
お住まいの地域の民生委員を知りたい方は下記へお問い合わせください。
盛岡市役所 地域福祉課 TEL ６５１-４１１１
（内線２５２２〜２５２４）
盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL ６５１-１０００
（民生委員担当）

S

サロン
訪問

平成24年度分として次の法人・
事業所様から特別賛助会費を頂
戴しました。
ご協力に感謝し、
ご報
告申し上げます。

お じ ゃ まし ま す

峰 崎お茶っこ会

北 上川流 域 南 部
の東岸にある静かな
農村地帯、黒川で開
催されている「 峰 崎
お茶っこ会」は峰崎
地 区 周 辺の高 齢 者
の方々が集い平成24
年度から活動されて
います。
地元民生委員と
「希望の里介護支援センター」が中心と
なり、
峰崎地区公民館で月１回、
参加者全員で仲良くお菓子
作りやお茶飲み等を楽しみながらお互いの見守りをしていま
す。
温かく家庭的なムードの中、
いつまでも話題と笑い声が尽
きることなく時間が流れていました。
開催日時：毎月第４木曜日 10時〜12時
活動内容：おしゃべり、おやつ作り、映画ほか
お 茶 代：100円

（平成24年12月28日〜平成25年4月24日現在）

㈱赤澤紙業
第43回盛岡市老人芸能大会

2月15日 岩手県民会館 45団体（465人）来場1,500人
高齢者の生きがいの高揚と、高齢者に対する認識を深め
ることを目的とした「老人芸能大会」が開催されました。

家族介護者リフレッシュ交流会

２月25日 清温荘
（盛岡市繋）
参加者21名 健康体操教室等
寝たきりの高齢者や重い障がいのある家族等を介護している方に
ひとときくつろいでいただこうと
「リフレッシュ交流会」が行われました。

㈱岩鋳鋳造所
岩手ヤクルト販売㈱
㈲大清水多賀本店
㈱川村電業
北日本レストラン㈱
㈱三 櫻
昭和石材㈱
㈲鈴木建設
㈱鈴 徳
㈲第一環境保全
㈱東山堂
㈲福田パン

ボランティア交流会

２月16日 盛岡市総合福祉センター 参加者21名
ボランティア活動をしている方、ボランティアをやってみ
ようと考えている方の交流会が開催されました。

第38回市長杯争奪身障者ボウリング大会

3月10日 ビッグハウススーパーレーン 参加者39名
身体に障がいのある市民の方に運動不足解消とスポーツを通じ
ての交流を目的にボウリング大会が開催されました。

㈲盛岡消防設備点検センター
㈱盛岡清掃センター
㈱吉田印刷

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24年12月26日〜平成25年4月16日現在（敬称略）

●一般寄付
社会福祉のために
社会福祉のために
藤村 文昭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
小川 晃子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,237円
盛岡市グラウンド・ゴルフ協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,000円
一般社団法人 岩手県損害保険代理業協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,192円
匿 名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
船田一自治会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,006円
民謡基菊会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
総合福祉センター補修準備積立金として
盛岡市保育所協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・258,000円
復興支援ボランティア活動のために
関東第一高等学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,200円
関東第一高等学校生徒会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,800円
●物品寄付
高齢者福祉等のために
シニアビリヤード教室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車イス1台
特別養護老人ホーム すずらんガーデン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車イス4台
被災地支援のために
前川 恵美・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本30冊
TOMO&STEKY ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・袖口カバー100個
川崎市役所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 草刈機1台
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社会福祉協議会の相談窓口
＜盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内 ６５１-１０００＞

《高齢者無料職業紹介所》
（予約不要）
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：月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時
（国民の休日、年末年始を除きます）

《結婚相談所》
（予約不要）

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〜午後4時
（国民の休日、年末年始を除きます）

《心配ごと相談所》
（予約不要）

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お聴きし、解決
へのアドバイスをします。
相 談 日：月〜金曜日 午前10時〜午後4時
（国民の休日、年末年始を除きます）

《心配ごと相談》
（予約不要）
盛岡市役所都南総合支所

催し案内

5月〜7月

■市民福祉茶会

盛岡市にお住まいの70歳以上の方に割引券を配布します。
日
時：平成25年6月2日（日）午後1時〜
平成25年7月7日（日）午後1時〜
場
所：杜陵老人福祉センター（南大通1-7-5）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）
（お１人様１枚まで）
※割引券を茶会会場にお持ちいただくと、通常900円の
ところを500円で入場できます。

2013

5.15

《人権・生活相談》
（予約不要）
盛岡市玉山総合福祉センター

人権、生活に関する相談を受けます。
相 談 日：6月12日
（水）
午前10時〜午後3時
7月10日
（水）
午前10時〜午後3時
場
所：盛岡市玉山総合福祉センター
（玉山区渋民字泉田360）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL 683-2743

■被災地スタディツアー

下記の日程で被災地の今を知る研修
（ツアー）
を行います。
実 施 日：平成25年6月15日（土）
行 き 先：釜石市、大槌町
集合時刻：午前7時10分（出発7時30分）
集合・解散場所：盛岡駅西口マリオス入口前
解散予定時刻：午後6時
料金
（昼食込）
：盛岡市ボランティア連絡協議会会員 2,500円 昨年のスタディツアーの様子
一般市民
3,000円
定
員：ボラ連会員20名、一般市民20名（先着順）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000
申込期限：5月31日（金）
主
催：盛岡市ボランティア連絡協議会コーディネートセンター

■シニアビリヤード教室

シニアのみなさん、
ビリヤードにチャレンジしてみませんか。
主
催：岩手県ビリヤード協会
日
時：6月19日から毎週水曜日
午後2時〜午後4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：1カ月2,500円（道具貸料含む）
申し込み：岩手県ビリヤード協会 TEL・FAX 697-7135
申込期限：6月8日（土）

キャップハンディ体験をしてみませんか
盛岡市社会福祉協議会では小学校・中学校・高等学校・町内会などが行う車いす体験、
アイマ
スク体験、
高齢者疑似体験、
福祉講話などに、
職員を派遣しています。
関心のある方は、
お気軽にお問い合わせください。
費
用：無料
申し込み：希望する日の2週間前までに、社会福祉協議会へご連絡下さい。
日程によってはご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
体験用具は、台数に限りがあります。詳しくは、下記にお問い合わせください。
盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000

ホームヘルパー募集

盛岡市社会福祉協議会では、車いすを利用している方や寝たきり状態のため一般の交通機
関の利用が困難な方の通院等を支援するために無料でリフト付き車両を運行しています。
このリフト付き車両の運転ボランティアを募集します。
運転する車両：トヨタハイエース
（MT）
、
日産セレナ、
ダイハツアトレー
条 件：普通自動車免許をお持ちの65歳以下の方
時 間：平日の午前９時〜12時30分、午後１時３０分〜４時
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000

病院ボランティア募集

盛岡市社会福祉協議会の平成25年度事業計画・予算が決まりましたのでお知らせします。
事業計画のうち重点項目は下記の通りです。
なお、事業計画の詳細は、当協議会（若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内）備え付けの資料でご覧いただけます。また、ホームページにも掲載しています。
http://www.morioka-shakyo.or.jp/

重 点 項 目

指定障がい者福祉サービス
1,296千円

1面と2面にも掲載されていましたとおり、
盛岡市かわいキャンプが平成25年3月29日をもっ
て、
閉所となりました。
開所から1年8ヶ月の間、
たくさんのボランティアの方々にご協力をいただ
き、
多くのご支援もいただきました。
本当にありがとうございました。
さて、
新年度となり1ヶ月が過ぎました。
日々暖かくなって気持ち良い日が続いていますが、
毎
年、
この時期になると、
私は花粉により目や鼻の調子が悪くなってしまいます。そのことによって
春の訪れを体感しているところではありますが、
今年は例年以上にひどくなりそうなので、
花粉症
対策グッズを取り入れ、
しっかりと対処していきたいと思います。（ま）
地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

地域福祉活動の推進
地域福祉活動計画に沿って、高齢者等の方々が住み慣れた地域で安心して暮らす
ことができるよう、地区福祉推進会や町内会・自治会等が地域の特徴を生かして行
う、見守り活動やサロン活動、安心・安全な地域づくり活動等の地域福祉活動につ
いて積極的にコーディネートし、支援します。

２

ボランティア活動の推進
ボランティア活動の活性化を図るため、活動の担い手となる団体、個人、民間企
業に対してボランティア情報を提供し、養成を行うとともに、福祉教育と連動した
ボランティア意識の高揚や地域住民の生活支援、災害時等に対応するボランティア
の育成を図る事業を進めます。

３ 福祉サービスの利用支援
増大する生活福祉資金・助け合い資金の貸付相談や日常生活自立支援の相談態勢
を整えるとともに、福祉サービス利用者等の立場に立ったサービス利用の援助や地
域での生活支援に向けた相談・支援活動、情報提供等に努めます。
４ 在宅福祉サービスの推進
地域社会で安心して暮らし、社会参加をすることができるよう、自立に向けた日
常生活上の支援に努めるとともに、一定の採算の確保に向けた介護保険事業の健全
経営を図ります。

居宅介護支援事業
38,924千円
訪問入浴介護事業
10,088千円

効果的、効率的な業務執行と職員の育成
社協の事務事業の全般にわたって職員参加による見直し・改善を行うとともに、
社協職員育成基本方針に基づき、職場内外の職員研修の実施等職員の育成につなが
るシステムの確立を図ります。

かわいキャンプ閉所

ご利用ありがとうございました。

沿岸被災地支援ボランティア活動拠点「盛岡
市かわいキャンプ」は、平成25年3月29日に閉
所しました。
開設から1年8カ月、延べ１万５千人を越えるボ
ランティアの皆様にご利用いただきました。
かわいキャンプ活動実績などの詳細は２面に
掲載しました。

会費収入(※)
21,700千円

寄附金
2,400千円

訪問介護事業
66,960千円

収 入

補助金
153,198千円

632,589千円
通所介護事業
70,306千円
償還金
5,200千円

赤い羽根配分金
8,946千円

利用料・賃貸料
10,272千円

歳末たすけあい配分金
13,495千円

県社協受託金
34,143千円

市受託金
150,149千円

基金積立
10,670千円

児童館等管理運営事業
92,817千円

支 出
632,589千円

介護保険・障がい者支援事業
209,650千円

５ 東日本大震災被災地の復興支援
東日本大震災による沿岸被災地の復興を支援するため、被災地の各復興支援セン
ターと連絡調整を図りながら、各復興支援団体や支援ネットワークと支援活動情報
を共有し、活動の展開を図ります。
６

その他
45,512千円

総合福祉センター管理運営
55,069千円

予備費 2,000千円
地域福祉活動事業
35,309千円

人件費・事務費
145,103千円

福祉サービス事業
70,360千円
東日本大震災復興支援事業
3,420千円
広報事業
8,191千円

世帯会費（１世帯２００円）
※
個人会費（１名５００円）
会費収入の内訳
団体・施設会費（１団体２，０００円）
【２１，７００千円】
特別賛助会費（法人・事業所）

１９，０００千円
９４０千円
３６０千円
１，４００千円

第39回 盛岡市老人スポーツ祭典
日 時：平成25年7月11日
（木）

午前9時〜

場 所：岩手県営運動公園陸上競技場
（みたけ1-10-1）
市内全域から集結した12チームが、徒
競争やボール送りなど、練習の成果を発
揮し熱戦を繰り広げます。
昨年の大会の様子
ボランティアの手によって幕が降ろされました

くるまのトータルサポート!!
56th

おかげさまで56年

有限
会社

大石自動車

＜本社工場＞

〒020-0832 盛岡市東見前4-3-1
TEL 019-639-0014
FAX 019-632-6105

＜スズキショップオオイシ＞

くるまの事なら何でも
ご相談下さい!!
○車
検
○板
金
○整
備
○新 車 販 売
○ 中古車販売
○ レンタカー
○任 意 保 険

〒020-0833 盛岡市西見前12-105
TEL 019-638-0014
FAX 019-637-3560

TSUTAYA●

盛岡南
IC

至市内

日赤
●

●ツルハ
ふれあいランド●
ホーマック●

ジョイス
見前店●

展示場

北上川

広告スペース

縦64mm×横243mm

支え合いの輪 より大きく…

国道4号

表紙

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

●UNION（ユニオン）
●岩手スバル

本社工場

矢幅駅

福祉もりおか

TEL：０１９
（６５１）
１０００ FAX：０１９
（６２２）
４９９９

東北自動車道

岩手県立中央病院内で、次のボランティア募集しています。
活動内容：外来案内、小児科での子どものお相手、病棟で患者様のお世話、植物の
お世話、医学図書の案内、イベントのお手伝い、本棚の整理 など
連 絡 先：岩手県立中央病院ボランティアひまわり
岩手県立中央病院ボランティア室 TEL 653-1151 内線2314
連絡は月曜日午前10時から午後3時までにお願いします。
http://www5.pref.iwate.jp/˜chuohp/cn31/pg304.html

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

盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター

飯岡駅

今年も㈱ＮＴＴ東日本-岩手様から
「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電話
連絡等を行う際に、用件や連絡先等を書いて近くにいる
方に電話をかけていただくお願いをするためのものです。
お願いをされた場合はご協力をお願いします。
いただいた手帳は、障がい者団体を通じて配布しま
す。
また、盛岡市社会福祉協議会、盛岡市役所の窓口で
も配布しています。

平成25年度盛岡市社会福祉協議会事業計画概要

１

運転ボランティア募集

ＮＴＴ東日本から「電話お願い手帳」の贈呈

福祉もりおか

盛岡市社会福祉協議会

昨年の福祉茶会の様子

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。
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

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：5月17日
（金）
午前10時〜午後4時
6月21日
（金）
午前10時〜午後4時
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
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至花巻

アクセス 東北自動車道 盛岡南ICより車で10分

＜レンタカー＞

〒020-0832 盛岡市東見前4-3-1
TEL 019-681-8114
FAX 019-632-6105

