ま ご こ ろ

催 し 案

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25年4月17日〜平成25年6月28日現在（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
NPO法人岩手シークエンスダンス会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
●物品寄付
高齢者福祉のために
匿名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 紙おむつ3袋、消臭スプレー2本、おしりふき3袋
曹洞宗第一教区寺族会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・タオルケット、シーツ等203点
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■社協世帯会費のお願い

盛岡市社会福祉協議会は、
各種福祉サービスや相談活動、
ボランティア活動、
市民活動
の支援など、
在宅福祉・地域福祉活動の推進に取り組んでいます。
この活動を推進する資金の一部として、
市民の皆様に
「世帯会費」
１世帯年額200円を町
内会・自治会等を通じてご協力頂いています。
市民お一人おひとりのご協力が「福祉のまちづくり」
に活かされます。
今年度も皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

弁護士による無料法律相談
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。
時：第１回 平成25年7月 26日（金）午前10時〜午後3時
第２回 平成25年9月 26日
（木）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 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
予 約 先：盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL 683-2743
日

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＞
（予約不要）
《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：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
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：7月19日
（金）
午前10時〜午後4時
8月16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

《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：8月14日
（水）
午前10時〜午後3時
9月11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

キャップハンディ体験職員派遣

社会福祉協議会では車いす体験、アイマスク体験、高齢者疑似体験、福祉講話など
へ、職員の派遣を行っています。
小学校・中学校・高等学校、町内会、事業所などご関心のある方は、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、盛岡市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沿えない場合がありますのでご了承ください。
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

運転ボランティア募集

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

今年は梅雨入り前に30度近くまで気温が上がったり、
かと思えば朝晩ひんやりしたりと気温差
が激しいですが、
体調を崩されてはいないでしょうか。
そんな中、
3面にご紹介していますとおり、
児童館の子どもたちは自然体験学習や普段できない体験をしたり、
デイサービスをご利用の方
々はお花見に出かけたりと、
様々な行事を楽しんでいます。
私はこの時期一足遅いイネ科の花粉症でくしゃみが止まらず、
季節外れのマスクをしたり、
草
むらに近づかないよう注意が必要になります。
花粉に熱中症と、
用途別の予防策を取り入れ、
この
夏も乗り切りたいと思います。
（S）

内

■第42回盛岡市子ども会スポーツ大会

2013

市内各小学区の予選を勝ち抜いたドッジボールチームが集ま
り熱戦を繰り広げます。
日 時：平成25年7月28日
（日）
場 所：盛岡市アイスアリーナ（本宮5-4-1）
主 催：盛岡市子ども会育成会連絡協議会
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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/

■第13 回盛岡市障がい者スポーツ大会

盛岡市障がい者スポーツ大会実行委員会では下記の日程
で第13回盛岡市障がい者スポーツ大会を開催します。
日 時：平成25年8月24日
（土） 午前9時〜午後1時
場 所：ふれあいランド岩手（三本柳8-1-3）
主 催：盛岡市子ども会育成会連絡協議会

平成 24 年度

昨年の大会の様子

■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9月1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。

盛岡市社会福祉協議会の平成 24 年度事業、資金収支の概要についてお知らせします。
この内容は平成25年5月28日開催の理事会、評議員会で承認されました。
詳細は、盛岡市社会福祉協議会（若園町２-２）または盛岡市社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。
昨年の福祉茶会の様子

■県いきいきシニアスポーツ大会

県内各地から予選を勝ち抜いた選手が集結し、徒競走やリレーやボール送り競技な
どの競技が行われます。
日
時：平成25年9月14日
（土） 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）

■自助・共助のまちづくり
「助け愛・支え愛」研修会

誰もが住みなれた地域で安心して暮らし続けるために、地域における自助・共助の役
割と助け合い意識向上を目的として開催します。
日 時：平成25年8月24日
（土）午後１時半〜３時半
場 所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）４階講堂
内 容：ＤＶＤ上映「地域支え合いのすすめ」
講演「地域における助け愛・支え愛〜自助・共助による支えあい〜」
講師 岩手県立大学社会福祉学部福祉臨床学科 准教授 田中尚 氏
定 員：200名
申込期限：8月16日
（金）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会地域福祉課 TEL 651-1000
※会場には駐車スペースがありませんので、付近の有料駐車場をご利用になるか、公共
交通機関をご利用下さい。

■チャレンジいわてアビリンピック2013

障がい者が日ごろ培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図
るとともに、企業や県民一般が障がい者に対する理解と認識を深め、雇用の促進を図る
ために開催します。
日 時：平成25年9月8日
（日） 午前9時〜午後3時
場 所：岩手県立産業技術短期大学（矢巾町大字南矢幅10-3-1）
種 目：
〈身体・知的・精神障がい者対象〉ワープロ、表計算、ビルクリーニング
〈知的障がい者対象〉縫製、木工、喫茶サービス、パソコンデータ入力
参加資格：平成25年4月1日時点で満15歳以上で、岩手県内に居住又は岩手県内の事業
所等に在籍している方。
問い合わせ・申し込み：岩手高齢・障害者雇用支援センター
TEL 654-2081 FAX 654-2082

■福祉の就職総合フェア2013

社会福祉施設・事務所等が就職を希望する方や福祉の職場に興味のある方に個別面談
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。
主催は岩手県、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会岩手県福祉人材センター
日 時：平成25年9月29日
（日） 午前11時〜午後3時半
場 所：アイーナ・いわて県民情報交流センター（盛岡駅西通1-7-1）
問い合わせ：岩手県社会福祉協議会福祉人材研修部／岩手県福祉人材センター
TEL 637-4522

■高校生ボランティアスクール参加者募集

盛岡市社会福祉協議会では、高校生を対象にボランティアスクールを開催します。
日 時：平成25年8月7日
（水）
・8日
（木）午前9時半〜午後4時
場 所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
内 容：講義、手話体験、キャップハンディ体験など
参加費：無料
申し込み：盛岡市社会福祉協議会（TEL 651-1000）へ7月31日までにお申し込みください。

■家族介護者リフレッシュ交流会

参加者募集

在宅で介護されている方を対象に、
「家族介護者リフレッシュ交流会」の参加者を募集します。
日 時：平成25年8月27日
（火）
場 所：ホテルルイズ（盛岡駅前通1-15）
対象者：盛岡市内にお住まいで、要介護3以上の高齢の方や要介護1以上の認知症の方、
一人で外出が難しい体に重度の障がいがある方を自宅で介護している方。
参加費：無料
募集人員：30名（定員になり次第締め切ります）
内
容：〈午前の部〉太田宣承氏による講演会、軽体操、ランチバイキング
〈午後の部〉家族介護者交流会
申し込み：盛岡市社会福祉協議会 TEL 651-1000
受付開始は、7月18日
（木）10時からとなります。
午前のみ、午後のみの参加も可能です。

地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

盛岡市社会福祉協議会事業・資金収支の概要
【事業概要】（骨子）
・「盛岡市かわいキャンプ」は被災地の復旧・復興、避難者への支援活動を展開してきま
したが、現地のニーズ変化、利用者の減少などにより、平成25年3月末で閉所しました。
・「ふれあい・いきいきサロン活動」の普及、「地域支え合いマップ作成」の促進、
地域除雪活動や災害救援活動等を行うボランティアの育成に努めました。
・沿岸被災地から盛岡市内に避難されてきた方々からの生活相談、市民からの生活福
祉資金貸付の相談に対応し、国・県の関係行政機関、盛岡市、関係団体と連携し、支
援ネットワークの一翼を担いました。

【資金収支概要】
平成24年度の財政運営は、
会費収入が21,167千円と前年度並みとなりましたが、
世
帯会費が0.6%減収、
特別賛助会費が4.4%減収となりました。
寄附金収入は、復興支援を目的とした寄付金品が寄せられたこともあり、寄付金で
は68.7%の増収、
寄付物品を合わせた寄付金収入が6,511千円となりましたが、
事業収
入が1.2%、
共同募金配分金収入が0.9%（災害等準備金を除く）
それぞれ減収となりま
した。
一般会計は、収入では盛岡市からの補助金及び受託金収入、介護保険収入、財
務活動収入など総額681,328千円、支出は人件費、事務費、助成金、施設整備、積み
立てなど総額662,773千円となった結
果、当期末支払資金は、前期末支払資
金116,318千円を合わせ、
134,873千円と
なりました。
地域包括支援センター事業及び居宅
介護支援事業等で構成する公益事業
特別会計は、収入が盛岡市受託金収
入、
介護保険収入など総額71,587千円、
支出は人件費、事務費及び事業費など
総額70,028千円となった結果、
平成24年
度における当期末支払資金は、前期末
支払資金25,573千円を合わせ、27,133
千円となりました。

ふれあい交流福祉茶会
平成25年度ふれあい交流福祉茶会に参加する児童を募集しています。
開催日時：平成25年９月１日（日）午後1時〜午後3時
■場
所：杜陵老人福祉センター（南大通１-7-5）
■募集対象：盛岡市内の小学校に通う児童
■募集人数：20名
■参 加 費：100円

・生活支援を要する方には、日常生活自立支援事業の利用促進、地域総合相談支援な
ど福祉サービス利用の支援を進めました。
・介護保険事業等については、介護保険制度、障害者基本法の理念に基づき介護サー
ビスの適切な利用についての普及・啓発に加え、適正な運営、そしてサービスに関す
る情報の公表を行い、質の向上に努めました。
・少子高齢社会の核家族化の中で児童を取り巻く環境は大きく変化しており、このよ
うな状況の中で盛岡市の指定を受けた５つの児童館において子どもの安心・安全な居
場所として、また地域の子育て支援の拠点として効率的な児童館運営を行いました。
全体として一般会計と公益事業特別会計を合わせた資金収支合計の当期資金収
支差額は20,115千円となり、基金等積立預金は11,879千円増となるなど、
おおむね順
調に推移しました。

24年度事業から
海岸掃除、
キャップハンディ体験、
世代間交流サロン

参加児童を募集します
■申 込 方 法：平成25年7月16日（火）午前9時から受付開始。電話または
窓口で受け付けます。
■申し込み先：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課
（若園町2-2 TEL 651-1000）
※子どものみで参加可能ですが、当日、会場にて茶会券（900円）を購入す
れば、保護者も一緒に参加できます。
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平成24年度 盛岡市社会福祉協議会の決算
資金収支のうち、市民の皆さんに関係の深い事業の支出状況は次の通りです。
地域福祉活動の推進
・地区福祉推進会活動費・事務費の助成 ･･････････････････････････････････････ 2,680千円
・ふれあいシルバーサロン ･･････････････････････････････････････････････････ 5,478千円
・シルバーメイト（盛岡市委託事業） ････････････････････････････････････････ 3,592千円
・ふれあい・いきいきサロンづくり
世代間交流サロン支援事業（盛岡市委託事業） ････････････････････････････ 6,186千円
・地域支え合いマップの活用
安心・安全コーディネーター育成事業（盛岡市委託事業） ･･･････････････････ 4,420千円
・ふれあいのまちづくり（玉山区） ････････････････････････････････････････････444千円
高齢者いきがい活動等の支援
・老人スポーツ祭典・作品展・芸能大会の支援･･･････････････････････････････････572千円
・市民福祉茶会 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 60千円
児童の育成支援
・福祉作文、福祉標語コンクール ･･････････････････････････････････････････････124千円
・福祉教育推進モデル事業の推進（岩手県社会福祉協議会委託事業） ･･･････････････600千円
・児童福祉週間運動・支援 ････････････････････････････････････････････････････130千円
・児童館の管理運営 （盛岡市指定管理者指定事業） ･･･････････････････････････67,992千円
・学童クラブの管理運営（放課後児童健全育成事業）（盛岡市委託事業）
・都南こどもの家 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 7,251千円
・城内学童クラブ ･･････････････････････････････････････････････････････････ 9,210千円
・外山学童クラブ ･･････････････････････････････････････････････････････････ 9,254千円
障がい者（児）の支援
・心身障がい児一時介護の支援 ･････････････････････････････････････････････････ 11千円
ボランティア活動の推進
・ボランティアの養成 ････････････････････････････････････････････････････････228千円
・ボランティア団体への活動費助成等 ･･･････････････････････････････････････････ 20千円
・ボランティアネットワークづくりの支援 ････････････････････････････････････････ 5千円
・ボランティア保険の加入助成 ･･････････････････････････････････････････････ 2,060千円
・福祉除雪･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 22千円
福祉団体の育成 ････････････････････････････････････････････････････････････ 4,435千円
福祉サービスの利用支援
生活支援相談
・心配ごと相談 ････････････････････････････････････････････････････････････ 1,081千円
・結婚相談･･････････････････････････････････････････････････････････････････550千円
・高齢者就労相談 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 2,544千円

生活福祉資金

生活福祉資金等の貸付相談
・生活福祉資金の貸付相談 （岩手県社会福祉協議会委託事業） ･････････････････12,154千円
・助け合い資金の貸付相談 ･･････････････････････････････････････････････････ 4,497千円
・日常生活自立支援（岩手県社会福祉協議会委託事業）････････････････････････20,515千円
・地域包括支援センター（盛岡市委託事業） ･････････････････････････････････29,136千円
・在宅介護者等への訪問相談（盛岡市委託事業 平成24年度新規事業） ･･････････ 9,665千円
在宅福祉サービスの推進
介護保険サービス
・指定居宅介護支援 ･･･････････････････････････････････････････････････････23,656千円
・訪問介護・予防訪問介護 ･････････････････････････････････････････････････67,852千円
・訪問入浴介護 ････････････････････････････････････････････････････････････ 8,777千円
・通所介護・予防通所介護事業 ･････････････････････････････････････････････73,177千円
障がい福祉サービス
・居宅介護（ホームヘルプ） ･･････････････････････････････････････････････････312千円
・訪問入浴サービス ････････････････････････････････････････････････････････ 1,575千円
地域生活支援
・日常生活用具の貸出し ･･････････････････････････････････････････････････････121千円
・高齢者世話付住宅援助員の派遣（盛岡市委託事業）･･･････････････････････････ 1,695千円
・在宅寝たきり高齢者等紙おむつの支給（盛岡市委託事業） ･････････････････････ 6,439千円
・生活管理指導員の派遣（盛岡市委託事業） ････････････････････････････････････880千円
・いきいき高齢者通所支援（玉山区）（盛岡市委託事業） ･･･････････････････････ 1,529千円
・家族介護者のリフレッシュ（盛岡市委託事業）･････････････････････････････････719千円
外出支援
・おでかけ送迎サービス ････････････････････････････････････････････････････ 2,717千円
・「ぷらっとcab」の貸出し（車いす同乗福祉自動車貸出事業） ･･･････････････････424千円
東日本大震災復興支援
・復興支援ボランティアセンターの運営 ････････････････････････････････････････626千円
・かわいキャンプの運営（盛岡市委託事業） ･････････････････････････････････32,728千円
・生活支援事業の推進（岩手県社会福祉協議会委託事業） ･･･････････････････････ 4,149千円
広報・啓発
・社会福祉大会の開催 ･･････････････････････････････････････････････････････ 1,209千円
・会報「福祉もりおか」の発行 ･･････････････････････････････････････････････ 6,068千円
・ホームページの公開 ･････････････････････････････････････････････････････････ 79千円
総合福祉センターの管理運営 ･･･････････････････････････････････････････････18,267千円

総合支援資金のご案内

○総合支援資金とは
総合支援資金貸付は、
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象と
して、
生活の立て直しや経済的自立等を図ることを目的とした制度であり、
社会福祉協
議会とハローワークによる支援を受けながら、
社会福祉協議会から、
賃貸住宅入居時
の敷金・礼金等のための資金や、
生活を支援するための資金などの貸付を受けること
ができるものです。
○申請窓口
盛岡市内に居住する方の場合、盛岡市社会福祉協議会が申請窓口です。
（若園
町2-2 TEL651-1000）
○貸付の条件
（1）貸付の対象者
総合支援資金貸付は、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
込まれる方であって、
次の要件の全てに該当する方が対象となります。
・低所得者世帯（市町村民税非課税程度〈前年に所得があったために課税世帯であ
っても、現に非課税世帯程度の収入しかないと認められる場合を含む〉）
であって、収
入の減少や失業等により生活に困窮していること
・公的な書類等で本人確認が可能であること
・現に住居を有していること、
または住宅支援給付の申請を行い住居の確保が確実に
見込まれること
・実施主体及び関係機関から、
継続的な支援を受けることに同意していること
・実施主体が貸付及び支援を行うことにより、
自立した生活を営むことが可能となり、
償
還（返済）
が見込めること
・他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと
・本人及び世帯に属する方が暴力団員でないこと
※住宅支援給付の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付の申請が可能で
す。
ただし、
雇用保険（失業等給付）
、
年金等の他の公的給付・貸付を受けることがで
きる方は、
総合支援資金貸付の利用はできません。

まずは651-1000までお電話を!

（2）貸付費目・貸付額等
貸付費目
生活支援費

貸 付 額

主 な 使 途

月20万円以内
生活再建までの間に必要な生活費（最長12ヶ月） （2人以上）
（単身）

月15万円以内

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経費

40万円以内

一時生活再建費

生活再建に必要な一時的な費用であって、
日常生活費

60万円以内

で賄うことが困難であるもの
（例）家賃の滞納分の支払い、公共料金の滞納分の支払い、
技能習得費等

（3）連帯保証人・貸付利子
原則として連帯保証人を必要としますが、連帯保証人を確保できない方も貸付を
受けることができます。連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子。確保できな
い場合、
貸付利子は年１．
５％となります。
（4）据置期間・償還期間
据置期間は、最終貸付の日から６ヶ月以内。償還期間は据置期間経過後２０年以
内です。
（5）継続的な支援
社会福祉協議会では、
ハローワーク等の関係機関と連携し、
継続的な相談支援
（就労支援、
家計指導等）
を実施します。
※ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要です。
※住宅支援給付‥‥離職された人で就労能力および就労意欲のある人のうち、住
宅を喪失している人または喪失する恐れのある人に対して住宅手当を支給すること
により、
住宅および就労機会の確保に向けた支援を行います。
受付窓口は盛岡市生活福祉課（肴町2-29 盛岡市役所肴町分庁舎4階）

岩手県共同募金会から盛岡市内10団体が助成を受けました
岩手県共同募金会の「安全、
安心の地域づくり支援事業」、
「福祉のまちづくり支援事業」に、
盛岡
市内からは次の10団体が選ばれました。
これらの事業は町内会等住民全体による福祉マップ作成に係る経費等や、
福祉活動に使用する機
器・用具の購入経費を助成するものです。

【福祉マップづくり】
1 みたけ五丁目町内会
2 緑が丘四丁目町内会
3 鉈屋町町内会
4 新田町町内会
5 津志田南町内会
6 永井地区福祉推進会

【機器・用具の購入】
1 西部点字サークルステップ
2 西厨川地区福祉推進会
3 巻堀姫神地区福祉推進会
4 西青山三丁目町内会

ボランティア
募
集

れ
もっとひろが 輪
ボランティアの

盛岡市障がい者
スポーツ大会

ていねいにサビを落として…

使われなくなった車椅子を修理・再生
「いわて車いすフレンズ」の盛岡工業高校
こわれたり古くなって
使われなくなった車いす
を修理・再生してアジア
の人々に贈る
「いわて車
いすフレンズ」
というプロ
ジェクトがあります。
この
プロジェクトは、使われな
くなった車いすを提供す
る人、修理・再生する人、
最初は解体することから
再生した車いすを空港
まで運ぶ人、手荷物としてアジアの空港まで運ぶ人、
それを受
け取る人…と多くの人のボランティアリレーで行われています。
この中で、修理・再生を担うのが工業系高校などの生徒た
ちです。
盛岡工業高校では３年生の課題研究（週１回３時間）の１
つにこの活動を取り入れており、今年度は４人の生徒が参加
しています。
車いすの修理・再生は、
まず解体することから。
これによって
車いすの構造を知ることができます。解体してみると、
フレーム
の中に組み込まれた部分がサビていたりします。
そのサビを落
としたり、駆動輪をノーパンクタイヤに換えたり、回転軸のボー
ルベアリングがすり減っていたら交換したり、
という作業。車い

高松公園でお花見
盛岡市社会福祉協議会が運営する
盛岡駅西口デイサービスセンターでは４
月29日〜５月４日の期間、恒例の「お花見
ドライブ」
を行いました。1989年に「日本さ
くらの名所100選」に選ばれた高松公園
では、満開の桜並木に、参加した利用者
さん達からは歓声が上がっていました。
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修理・再生を待つ車いす。
どうしても使えない車いすは、
使える部品を外し取った上で廃棄されます

すにもいろいろな種類があり、
機械の扱いに慣れている生徒た
ちにとっても簡単な作業ではありません。
１台の車いすを再生
するのに延べ10時間ぐらいかかるとか。
４月から始めて７月ぐらいになると修理・再生がひと通りできる
ようになり、
その頃から今度は病院とか高齢者施設に出向い
て、
実際に車いすを使っている人と接しながら車いすの調整な
どを行います。
「僕たちが修理・再生した車いすが使われていることを想定
して観察し、調整をします。
ネジを締めるのでも、
どのぐらい締め
ればいいかがわかります」
と生徒の一人。
指導にあたっている廣瀬先生は「技術的な部分も大事です
が、違う世代の人とのふれあいがあり、
自分たちの日常とは違う
部分を見たり体験したりということが生徒たちにプラスになると
思います」
と話していました。
なお、
「いわて車いすフレンズ」プロジェクトでは、
活動費用の
寄付、
書き損じハガキの収集などによる支援を求めています。
「いわて車いすフレンズ」の詳しいことの問い合わせは下記まで。

盛岡市障がい者スポーツ大会実行委
員会では、
下記の盛岡市障がい者スポー
ツ大会にご協力いただけるボランティアを
募集しています。
日 時 平成25年8月24日
（土）
午前9時から
場 所 ふれあいランド岩手
（三本柳8-1-3）
内 容 大会運営、
競技補助員など
申込先 盛岡市社会福祉協議会地域福
祉課（電話651-1000）へ７月27日
までにお申し込みください。

岩手県盛岡市三本柳8-1-3「ふれあいランド岩手」内
岩手県社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター
TEL 637-9711 FAX 637-7592
Email vc-1@iwate-shakyo.or.jp

盛岡市児童福祉講演会
第41回
5月12日、盛岡市総合福祉センターで元盛岡東
歩け歩け運動 警察署の皆川博さんを講師に迎え、「薬物から青
盛岡市児童
福祉週間の一
環として、
５月５
日、第41回歩け
歩け運動（市子
ども会育成会連
絡協議会主催）
が行われ、
57人の親子が参加しました。
高松の池を出発し、愛宕山展望台まで、途
中に設置されたポイントで出題されるクイズを
解きながら、
約１時間のコースを歩きました。
展望台では宝探しや親子ゲームが行われ、
景品を手にした子どもたちはこどもの日を満喫
した様子でした。

「せせらぎサロン」
紹介

少年を守るために」
と題した講演会を行いまし
た。主催は盛岡市子ども会育成会連絡協議会、
盛岡市民生児童委員協議会、盛岡市社会福祉
協議会。子ども会関係者や民生児童委員等45
名が参加しました。

下太田下川原地区で開催されて
いる
「せせらぎサロン」
は平成２５年４
月に出来たばかりの新しいサロンで
す。静かな住宅地の中にある喫茶店
に、主に７０歳以上の独り暮らしの女
性が仲良く集い、
おいしいコーヒーを
いただきながら手芸やおしゃべりを楽
しんでいます。
「せせらぎ」の名のとおり穏やかな
笑い声がいつまでも響いていました。

渋民児童館自然体験学習
渋民児童館72名の子どもたちが都南つどいの森
で、自然体験学習を行いました。
森の中での自然散策では、子どもたちは川や池に
入って魚の卵など水中生物の観察や、虫探し、普段
は遊ぶことのない大きさのアスレチックで思いきり
遊びました。
その後行われた木工教室では、遊んでいたときの
表情とはうってかわって真剣に講師の先生の話を聞
き、自分たちで鉛筆立てを作成しました。
自然散策や木工教室など、いつもは体験すること
のない、たくさんの自然に触れてくることができま
した。

開催場所
喫茶ピース、
下太田老人センターほか
開催日時
毎月第３水曜日１０時〜１２時

被災地スタディーツアー
6月15日、被災地の現在を知り、
自分になにが
できるかを考えるきっかけになることを目的とした、
「被災地スタディーツアー」が盛岡ボランティア・
コーディネートセンター主催により実施され、大槌
町と山田町を訪問しました。参加者は45名。

東日本大震災義援金の受付
（盛岡市共同募金委員会扱い）
・
・11,245円
平成25年4月10日〜平成25年6月28日 盛岡市社会福祉事業団・

社 協
特別賛助会員

内
容
情報交換、
物づくり、
軽体操、
昼食ほか
会
費
４００円
お弁当代、
手芸材料は実費

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。

（平成25年4月25日〜平成25年6月28日現在）

（株）愛真館
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平成24年度 盛岡市社会福祉協議会の決算
資金収支のうち、市民の皆さんに関係の深い事業の支出状況は次の通りです。
地域福祉活動の推進
・地区福祉推進会活動費・事務費の助成 ･･････････････････････････････････････ 2,680千円
・ふれあいシルバーサロン ･･････････････････････････････････････････････････ 5,478千円
・シルバーメイト（盛岡市委託事業） ････････････････････････････････････････ 3,592千円
・ふれあい・いきいきサロンづくり
世代間交流サロン支援事業（盛岡市委託事業） ････････････････････････････ 6,186千円
・地域支え合いマップの活用
安心・安全コーディネーター育成事業（盛岡市委託事業） ･･･････････････････ 4,420千円
・ふれあいのまちづくり（玉山区） ････････････････････････････････････････････444千円
高齢者いきがい活動等の支援
・老人スポーツ祭典・作品展・芸能大会の支援･･･････････････････････････････････572千円
・市民福祉茶会 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 60千円
児童の育成支援
・福祉作文、福祉標語コンクール ･･････････････････････････････････････････････124千円
・福祉教育推進モデル事業の推進（岩手県社会福祉協議会委託事業） ･･･････････････600千円
・児童福祉週間運動・支援 ････････････････････････････････････････････････････130千円
・児童館の管理運営 （盛岡市指定管理者指定事業） ･･･････････････････････････67,992千円
・学童クラブの管理運営（放課後児童健全育成事業）（盛岡市委託事業）
・都南こどもの家 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 7,251千円
・城内学童クラブ ･･････････････････････････････････････････････････････････ 9,210千円
・外山学童クラブ ･･････････････････････････････････････････････････････････ 9,254千円
障がい者（児）の支援
・心身障がい児一時介護の支援 ･････････････････････････････････････････････････ 11千円
ボランティア活動の推進
・ボランティアの養成 ････････････････････････････････････････････････････････228千円
・ボランティア団体への活動費助成等 ･･･････････････････････････････････････････ 20千円
・ボランティアネットワークづくりの支援 ････････････････････････････････････････ 5千円
・ボランティア保険の加入助成 ･･････････････････････････････････････････････ 2,060千円
・福祉除雪･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 22千円
福祉団体の育成 ････････････････････････････････････････････････････････････ 4,435千円
福祉サービスの利用支援
生活支援相談
・心配ごと相談 ････････････････････････････････････････････････････････････ 1,081千円
・結婚相談･･････････････････････････････････････････････････････････････････550千円
・高齢者就労相談 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 2,544千円

生活福祉資金

生活福祉資金等の貸付相談
・生活福祉資金の貸付相談 （岩手県社会福祉協議会委託事業） ･････････････････12,154千円
・助け合い資金の貸付相談 ･･････････････････････････････････････････････････ 4,497千円
・日常生活自立支援（岩手県社会福祉協議会委託事業）････････････････････････20,515千円
・地域包括支援センター（盛岡市委託事業） ･････････････････････････････････29,136千円
・在宅介護者等への訪問相談（盛岡市委託事業 平成24年度新規事業） ･･････････ 9,665千円
在宅福祉サービスの推進
介護保険サービス
・指定居宅介護支援 ･･･････････････････････････････････････････････････････23,656千円
・訪問介護・予防訪問介護 ･････････････････････････････････････････････････67,852千円
・訪問入浴介護 ････････････････････････････････････････････････････････････ 8,777千円
・通所介護・予防通所介護事業 ･････････････････････････････････････････････73,177千円
障がい福祉サービス
・居宅介護（ホームヘルプ） ･･････････････････････････････････････････････････312千円
・訪問入浴サービス ････････････････････････････････････････････････････････ 1,575千円
地域生活支援
・日常生活用具の貸出し ･･････････････････････････････････････････････････････121千円
・高齢者世話付住宅援助員の派遣（盛岡市委託事業）･･･････････････････････････ 1,695千円
・在宅寝たきり高齢者等紙おむつの支給（盛岡市委託事業） ･････････････････････ 6,439千円
・生活管理指導員の派遣（盛岡市委託事業） ････････････････････････････････････880千円
・いきいき高齢者通所支援（玉山区）（盛岡市委託事業） ･･･････････････････････ 1,529千円
・家族介護者のリフレッシュ（盛岡市委託事業）･････････････････････････････････719千円
外出支援
・おでかけ送迎サービス ････････････････････････････････････････････････････ 2,717千円
・「ぷらっとcab」の貸出し（車いす同乗福祉自動車貸出事業） ･･･････････････････424千円
東日本大震災復興支援
・復興支援ボランティアセンターの運営 ････････････････････････････････････････626千円
・かわいキャンプの運営（盛岡市委託事業） ･････････････････････････････････32,728千円
・生活支援事業の推進（岩手県社会福祉協議会委託事業） ･･･････････････････････ 4,149千円
広報・啓発
・社会福祉大会の開催 ･･････････････････････････････････････････････････････ 1,209千円
・会報「福祉もりおか」の発行 ･･････････････････････････････････････････････ 6,068千円
・ホームページの公開 ･････････････････････････････････････････････････････････ 79千円
総合福祉センターの管理運営 ･･･････････････････････････････････････････････18,267千円

総合支援資金のご案内

○総合支援資金とは
総合支援資金貸付は、
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象と
して、
生活の立て直しや経済的自立等を図ることを目的とした制度であり、
社会福祉協
議会とハローワークによる支援を受けながら、
社会福祉協議会から、
賃貸住宅入居時
の敷金・礼金等のための資金や、
生活を支援するための資金などの貸付を受けること
ができるものです。
○申請窓口
盛岡市内に居住する方の場合、盛岡市社会福祉協議会が申請窓口です。
（若園
町2-2 TEL651-1000）
○貸付の条件
（1）貸付の対象者
総合支援資金貸付は、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
込まれる方であって、
次の要件の全てに該当する方が対象となります。
・低所得者世帯（市町村民税非課税程度〈前年に所得があったために課税世帯であ
っても、現に非課税世帯程度の収入しかないと認められる場合を含む〉）
であって、収
入の減少や失業等により生活に困窮していること
・公的な書類等で本人確認が可能であること
・現に住居を有していること、
または住宅支援給付の申請を行い住居の確保が確実に
見込まれること
・実施主体及び関係機関から、
継続的な支援を受けることに同意していること
・実施主体が貸付及び支援を行うことにより、
自立した生活を営むことが可能となり、
償
還（返済）
が見込めること
・他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと
・本人及び世帯に属する方が暴力団員でないこと
※住宅支援給付の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付の申請が可能で
す。
ただし、
雇用保険（失業等給付）
、
年金等の他の公的給付・貸付を受けることがで
きる方は、
総合支援資金貸付の利用はできません。

まずは651-1000までお電話を!

（2）貸付費目・貸付額等
貸付費目
生活支援費

貸 付 額

主 な 使 途

月20万円以内
生活再建までの間に必要な生活費（最長12ヶ月） （2人以上）
（単身）

月15万円以内

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経費

40万円以内

一時生活再建費

生活再建に必要な一時的な費用であって、
日常生活費

60万円以内

で賄うことが困難であるもの
（例）家賃の滞納分の支払い、公共料金の滞納分の支払い、
技能習得費等

（3）連帯保証人・貸付利子
原則として連帯保証人を必要としますが、連帯保証人を確保できない方も貸付を
受けることができます。連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子。確保できな
い場合、
貸付利子は年１．
５％となります。
（4）据置期間・償還期間
据置期間は、最終貸付の日から６ヶ月以内。償還期間は据置期間経過後２０年以
内です。
（5）継続的な支援
社会福祉協議会では、
ハローワーク等の関係機関と連携し、
継続的な相談支援
（就労支援、
家計指導等）
を実施します。
※ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要です。
※住宅支援給付‥‥離職された人で就労能力および就労意欲のある人のうち、住
宅を喪失している人または喪失する恐れのある人に対して住宅手当を支給すること
により、
住宅および就労機会の確保に向けた支援を行います。
受付窓口は盛岡市生活福祉課（肴町2-29 盛岡市役所肴町分庁舎4階）

岩手県共同募金会から盛岡市内10団体が助成を受けました
岩手県共同募金会の「安全、
安心の地域づくり支援事業」、
「福祉のまちづくり支援事業」に、
盛岡
市内からは次の10団体が選ばれました。
これらの事業は町内会等住民全体による福祉マップ作成に係る経費等や、
福祉活動に使用する機
器・用具の購入経費を助成するものです。

【福祉マップづくり】
1 みたけ五丁目町内会
2 緑が丘四丁目町内会
3 鉈屋町町内会
4 新田町町内会
5 津志田南町内会
6 永井地区福祉推進会

【機器・用具の購入】
1 西部点字サークルステップ
2 西厨川地区福祉推進会
3 巻堀姫神地区福祉推進会
4 西青山三丁目町内会

ボランティア
募
集

れ
もっとひろが 輪
ボランティアの

盛岡市障がい者
スポーツ大会

ていねいにサビを落として…

使われなくなった車椅子を修理・再生
「いわて車いすフレンズ」の盛岡工業高校
こわれたり古くなって
使われなくなった車いす
を修理・再生してアジア
の人々に贈る
「いわて車
いすフレンズ」
というプロ
ジェクトがあります。
この
プロジェクトは、使われな
くなった車いすを提供す
る人、修理・再生する人、
最初は解体することから
再生した車いすを空港
まで運ぶ人、手荷物としてアジアの空港まで運ぶ人、
それを受
け取る人…と多くの人のボランティアリレーで行われています。
この中で、修理・再生を担うのが工業系高校などの生徒た
ちです。
盛岡工業高校では３年生の課題研究（週１回３時間）の１
つにこの活動を取り入れており、今年度は４人の生徒が参加
しています。
車いすの修理・再生は、
まず解体することから。
これによって
車いすの構造を知ることができます。解体してみると、
フレーム
の中に組み込まれた部分がサビていたりします。
そのサビを落
としたり、駆動輪をノーパンクタイヤに換えたり、回転軸のボー
ルベアリングがすり減っていたら交換したり、
という作業。車い

高松公園でお花見
盛岡市社会福祉協議会が運営する
盛岡駅西口デイサービスセンターでは４
月29日〜５月４日の期間、恒例の「お花見
ドライブ」
を行いました。1989年に「日本さ
くらの名所100選」に選ばれた高松公園
では、満開の桜並木に、参加した利用者
さん達からは歓声が上がっていました。

福祉もりおか No.166

修理・再生を待つ車いす。
どうしても使えない車いすは、
使える部品を外し取った上で廃棄されます

すにもいろいろな種類があり、
機械の扱いに慣れている生徒た
ちにとっても簡単な作業ではありません。
１台の車いすを再生
するのに延べ10時間ぐらいかかるとか。
４月から始めて７月ぐらいになると修理・再生がひと通りできる
ようになり、
その頃から今度は病院とか高齢者施設に出向い
て、
実際に車いすを使っている人と接しながら車いすの調整な
どを行います。
「僕たちが修理・再生した車いすが使われていることを想定
して観察し、調整をします。
ネジを締めるのでも、
どのぐらい締め
ればいいかがわかります」
と生徒の一人。
指導にあたっている廣瀬先生は「技術的な部分も大事です
が、違う世代の人とのふれあいがあり、
自分たちの日常とは違う
部分を見たり体験したりということが生徒たちにプラスになると
思います」
と話していました。
なお、
「いわて車いすフレンズ」プロジェクトでは、
活動費用の
寄付、
書き損じハガキの収集などによる支援を求めています。
「いわて車いすフレンズ」の詳しいことの問い合わせは下記まで。

盛岡市障がい者スポーツ大会実行委
員会では、
下記の盛岡市障がい者スポー
ツ大会にご協力いただけるボランティアを
募集しています。
日 時 平成25年8月24日
（土）
午前9時から
場 所 ふれあいランド岩手
（三本柳8-1-3）
内 容 大会運営、
競技補助員など
申込先 盛岡市社会福祉協議会地域福
祉課（電話651-1000）へ７月27日
までにお申し込みください。

岩手県盛岡市三本柳8-1-3「ふれあいランド岩手」内
岩手県社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター
TEL 637-9711 FAX 637-7592
Email vc-1@iwate-shakyo.or.jp

盛岡市児童福祉講演会
第41回
5月12日、盛岡市総合福祉センターで元盛岡東
歩け歩け運動 警察署の皆川博さんを講師に迎え、「薬物から青
盛岡市児童
福祉週間の一
環として、
５月５
日、第41回歩け
歩け運動（市子
ども会育成会連
絡協議会主催）
が行われ、
57人の親子が参加しました。
高松の池を出発し、愛宕山展望台まで、途
中に設置されたポイントで出題されるクイズを
解きながら、
約１時間のコースを歩きました。
展望台では宝探しや親子ゲームが行われ、
景品を手にした子どもたちはこどもの日を満喫
した様子でした。

「せせらぎサロン」
紹介

少年を守るために」
と題した講演会を行いまし
た。主催は盛岡市子ども会育成会連絡協議会、
盛岡市民生児童委員協議会、盛岡市社会福祉
協議会。子ども会関係者や民生児童委員等45
名が参加しました。

下太田下川原地区で開催されて
いる
「せせらぎサロン」
は平成２５年４
月に出来たばかりの新しいサロンで
す。静かな住宅地の中にある喫茶店
に、主に７０歳以上の独り暮らしの女
性が仲良く集い、
おいしいコーヒーを
いただきながら手芸やおしゃべりを楽
しんでいます。
「せせらぎ」の名のとおり穏やかな
笑い声がいつまでも響いていました。

渋民児童館自然体験学習
渋民児童館72名の子どもたちが都南つどいの森
で、自然体験学習を行いました。
森の中での自然散策では、子どもたちは川や池に
入って魚の卵など水中生物の観察や、虫探し、普段
は遊ぶことのない大きさのアスレチックで思いきり
遊びました。
その後行われた木工教室では、遊んでいたときの
表情とはうってかわって真剣に講師の先生の話を聞
き、自分たちで鉛筆立てを作成しました。
自然散策や木工教室など、いつもは体験すること
のない、たくさんの自然に触れてくることができま
した。

開催場所
喫茶ピース、
下太田老人センターほか
開催日時
毎月第３水曜日１０時〜１２時

被災地スタディーツアー
6月15日、被災地の現在を知り、
自分になにが
できるかを考えるきっかけになることを目的とした、
「被災地スタディーツアー」が盛岡ボランティア・
コーディネートセンター主催により実施され、大槌
町と山田町を訪問しました。参加者は45名。

東日本大震災義援金の受付
（盛岡市共同募金委員会扱い）
・
・11,245円
平成25年4月10日〜平成25年6月28日 盛岡市社会福祉事業団・

社 協
特別賛助会員

内
容
情報交換、
物づくり、
軽体操、
昼食ほか
会
費
４００円
お弁当代、
手芸材料は実費

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。

（平成25年4月25日〜平成25年6月28日現在）

（株）愛真館

ま ご こ ろ

催 し 案

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25年4月17日〜平成25年6月28日現在（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
NPO法人岩手シークエンスダンス会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
●物品寄付
高齢者福祉のために
匿名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 紙おむつ3袋、消臭スプレー2本、おしりふき3袋
曹洞宗第一教区寺族会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・タオルケット、シーツ等203点
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■社協世帯会費のお願い

盛岡市社会福祉協議会は、
各種福祉サービスや相談活動、
ボランティア活動、
市民活動
の支援など、
在宅福祉・地域福祉活動の推進に取り組んでいます。
この活動を推進する資金の一部として、
市民の皆様に
「世帯会費」
１世帯年額200円を町
内会・自治会等を通じてご協力頂いています。
市民お一人おひとりのご協力が「福祉のまちづくり」
に活かされます。
今年度も皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

弁護士による無料法律相談
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。
時：第１回 平成25年7月 26日（金）午前10時〜午後3時
第２回 平成25年9月 26日
（木）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 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
予 約 先：盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL 683-2743
日

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＞
（予約不要）
《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：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
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：7月19日
（金）
午前10時〜午後4時
8月16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

《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：8月14日
（水）
午前10時〜午後3時
9月11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

キャップハンディ体験職員派遣

社会福祉協議会では車いす体験、アイマスク体験、高齢者疑似体験、福祉講話など
へ、職員の派遣を行っています。
小学校・中学校・高等学校、町内会、事業所などご関心のある方は、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、盛岡市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沿えない場合がありますのでご了承ください。
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

運転ボランティア募集

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

今年は梅雨入り前に30度近くまで気温が上がったり、
かと思えば朝晩ひんやりしたりと気温差
が激しいですが、
体調を崩されてはいないでしょうか。
そんな中、
3面にご紹介していますとおり、
児童館の子どもたちは自然体験学習や普段できない体験をしたり、
デイサービスをご利用の方
々はお花見に出かけたりと、
様々な行事を楽しんでいます。
私はこの時期一足遅いイネ科の花粉症でくしゃみが止まらず、
季節外れのマスクをしたり、
草
むらに近づかないよう注意が必要になります。
花粉に熱中症と、
用途別の予防策を取り入れ、
この
夏も乗り切りたいと思います。
（S）

内

■第42回盛岡市子ども会スポーツ大会

2013

市内各小学区の予選を勝ち抜いたドッジボールチームが集ま
り熱戦を繰り広げます。
日 時：平成25年7月28日
（日）
場 所：盛岡市アイスアリーナ（本宮5-4-1）
主 催：盛岡市子ども会育成会連絡協議会
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福祉もりおか

社会福祉
法
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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/

■第13 回盛岡市障がい者スポーツ大会

盛岡市障がい者スポーツ大会実行委員会では下記の日程
で第13回盛岡市障がい者スポーツ大会を開催します。
日 時：平成25年8月24日
（土） 午前9時〜午後1時
場 所：ふれあいランド岩手（三本柳8-1-3）
主 催：盛岡市子ども会育成会連絡協議会

平成 24 年度

昨年の大会の様子

■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9月1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。

盛岡市社会福祉協議会の平成 24 年度事業、資金収支の概要についてお知らせします。
この内容は平成25年5月28日開催の理事会、評議員会で承認されました。
詳細は、盛岡市社会福祉協議会（若園町２-２）または盛岡市社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。
昨年の福祉茶会の様子

■県いきいきシニアスポーツ大会

県内各地から予選を勝ち抜いた選手が集結し、徒競走やリレーやボール送り競技な
どの競技が行われます。
日
時：平成25年9月14日
（土） 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）

■自助・共助のまちづくり
「助け愛・支え愛」研修会

誰もが住みなれた地域で安心して暮らし続けるために、地域における自助・共助の役
割と助け合い意識向上を目的として開催します。
日 時：平成25年8月24日
（土）午後１時半〜３時半
場 所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）４階講堂
内 容：ＤＶＤ上映「地域支え合いのすすめ」
講演「地域における助け愛・支え愛〜自助・共助による支えあい〜」
講師 岩手県立大学社会福祉学部福祉臨床学科 准教授 田中尚 氏
定 員：200名
申込期限：8月16日
（金）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会地域福祉課 TEL 651-1000
※会場には駐車スペースがありませんので、付近の有料駐車場をご利用になるか、公共
交通機関をご利用下さい。

■チャレンジいわてアビリンピック2013

障がい者が日ごろ培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図
るとともに、企業や県民一般が障がい者に対する理解と認識を深め、雇用の促進を図る
ために開催します。
日 時：平成25年9月8日
（日） 午前9時〜午後3時
場 所：岩手県立産業技術短期大学（矢巾町大字南矢幅10-3-1）
種 目：
〈身体・知的・精神障がい者対象〉ワープロ、表計算、ビルクリーニング
〈知的障がい者対象〉縫製、木工、喫茶サービス、パソコンデータ入力
参加資格：平成25年4月1日時点で満15歳以上で、岩手県内に居住又は岩手県内の事業
所等に在籍している方。
問い合わせ・申し込み：岩手高齢・障害者雇用支援センター
TEL 654-2081 FAX 654-2082

■福祉の就職総合フェア2013

社会福祉施設・事務所等が就職を希望する方や福祉の職場に興味のある方に個別面談
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。
主催は岩手県、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会岩手県福祉人材センター
日 時：平成25年9月29日
（日） 午前11時〜午後3時半
場 所：アイーナ・いわて県民情報交流センター（盛岡駅西通1-7-1）
問い合わせ：岩手県社会福祉協議会福祉人材研修部／岩手県福祉人材センター
TEL 637-4522

■高校生ボランティアスクール参加者募集

盛岡市社会福祉協議会では、高校生を対象にボランティアスクールを開催します。
日 時：平成25年8月7日
（水）
・8日
（木）午前9時半〜午後4時
場 所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
内 容：講義、手話体験、キャップハンディ体験など
参加費：無料
申し込み：盛岡市社会福祉協議会（TEL 651-1000）へ7月31日までにお申し込みください。

■家族介護者リフレッシュ交流会

参加者募集

在宅で介護されている方を対象に、
「家族介護者リフレッシュ交流会」の参加者を募集します。
日 時：平成25年8月27日
（火）
場 所：ホテルルイズ（盛岡駅前通1-15）
対象者：盛岡市内にお住まいで、要介護3以上の高齢の方や要介護1以上の認知症の方、
一人で外出が難しい体に重度の障がいがある方を自宅で介護している方。
参加費：無料
募集人員：30名（定員になり次第締め切ります）
内
容：〈午前の部〉太田宣承氏による講演会、軽体操、ランチバイキング
〈午後の部〉家族介護者交流会
申し込み：盛岡市社会福祉協議会 TEL 651-1000
受付開始は、7月18日
（木）10時からとなります。
午前のみ、午後のみの参加も可能です。

地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

盛岡市社会福祉協議会事業・資金収支の概要
【事業概要】（骨子）
・「盛岡市かわいキャンプ」は被災地の復旧・復興、避難者への支援活動を展開してきま
したが、現地のニーズ変化、利用者の減少などにより、平成25年3月末で閉所しました。
・「ふれあい・いきいきサロン活動」の普及、「地域支え合いマップ作成」の促進、
地域除雪活動や災害救援活動等を行うボランティアの育成に努めました。
・沿岸被災地から盛岡市内に避難されてきた方々からの生活相談、市民からの生活福
祉資金貸付の相談に対応し、国・県の関係行政機関、盛岡市、関係団体と連携し、支
援ネットワークの一翼を担いました。

【資金収支概要】
平成24年度の財政運営は、
会費収入が21,167千円と前年度並みとなりましたが、
世
帯会費が0.6%減収、
特別賛助会費が4.4%減収となりました。
寄附金収入は、復興支援を目的とした寄付金品が寄せられたこともあり、寄付金で
は68.7%の増収、
寄付物品を合わせた寄付金収入が6,511千円となりましたが、
事業収
入が1.2%、
共同募金配分金収入が0.9%（災害等準備金を除く）
それぞれ減収となりま
した。
一般会計は、収入では盛岡市からの補助金及び受託金収入、介護保険収入、財
務活動収入など総額681,328千円、支出は人件費、事務費、助成金、施設整備、積み
立てなど総額662,773千円となった結
果、当期末支払資金は、前期末支払資
金116,318千円を合わせ、
134,873千円と
なりました。
地域包括支援センター事業及び居宅
介護支援事業等で構成する公益事業
特別会計は、収入が盛岡市受託金収
入、
介護保険収入など総額71,587千円、
支出は人件費、事務費及び事業費など
総額70,028千円となった結果、
平成24年
度における当期末支払資金は、前期末
支払資金25,573千円を合わせ、27,133
千円となりました。

ふれあい交流福祉茶会
平成25年度ふれあい交流福祉茶会に参加する児童を募集しています。
開催日時：平成25年９月１日（日）午後1時〜午後3時
■場
所：杜陵老人福祉センター（南大通１-7-5）
■募集対象：盛岡市内の小学校に通う児童
■募集人数：20名
■参 加 費：100円

・生活支援を要する方には、日常生活自立支援事業の利用促進、地域総合相談支援な
ど福祉サービス利用の支援を進めました。
・介護保険事業等については、介護保険制度、障害者基本法の理念に基づき介護サー
ビスの適切な利用についての普及・啓発に加え、適正な運営、そしてサービスに関す
る情報の公表を行い、質の向上に努めました。
・少子高齢社会の核家族化の中で児童を取り巻く環境は大きく変化しており、このよ
うな状況の中で盛岡市の指定を受けた５つの児童館において子どもの安心・安全な居
場所として、また地域の子育て支援の拠点として効率的な児童館運営を行いました。
全体として一般会計と公益事業特別会計を合わせた資金収支合計の当期資金収
支差額は20,115千円となり、基金等積立預金は11,879千円増となるなど、
おおむね順
調に推移しました。

24年度事業から
海岸掃除、
キャップハンディ体験、
世代間交流サロン

参加児童を募集します
■申 込 方 法：平成25年7月16日（火）午前9時から受付開始。電話または
窓口で受け付けます。
■申し込み先：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課
（若園町2-2 TEL 651-1000）
※子どものみで参加可能ですが、当日、会場にて茶会券（900円）を購入す
れば、保護者も一緒に参加できます。

