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１ 地域福祉活動の推進
地域福祉活動計画に沿って、住民が住み慣れた地域で安心・安全に暮ら
すことができるよう、地区福祉推進会や町内会・自治会等が行う見守り活
動やふれあいサロン活動等の地域福祉活動を支援し、良好な交流と相互の
支え合いによるまちづくりを推進します。
また、平成28 年度から始まる次期計画について、これまで以上に地域の
実状を基盤とした計画となるよう関係団体、機関、行政と連携を図りなが
ら策定を推進します。

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。
また、身近な地域でつながりをつくり、ボランティア活動を展開するた
め、拠点確保の方法、活用方法、運営方法などの情報を提供し活動を支援
します。

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今後増加が見込まれ
る認知症高齢者等への対応のため日常生活自立支援の相談態勢を整えると
ともに、権利擁護体制づくりと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 介護保険事業サービスの推進
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、市民・利用者のニーズを的確
に把握し、より利用者本位で地域に密着したサービスを展開します。ま
た、効果的・効率的な事業実施に努め、採算の確保に向け安定した経営を
図りながら、地域に密着した社協らしい施設運営に取り組みます。

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、ふれあいサロン活動などの展開を図ります。

６ 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。
また、今後の本会の進むべき方向性を明らかにするため、次期「地域福
祉活動計画」策定に合わせ、中長期的なビジョン策定に取り組みます。

互いに支え合う地域へ･･･互いに支え合う地域へ･･･
平成26年度盛岡市社会福祉協議会事業計画概要

会費収入(※) 
21,700千円 寄付金 

2,500千円
市補助金等 
152,003千円

赤い羽根共同募金助成金 
7,697千円

歳末たすけあい募金助成金 
13,495千円

県社協受託金 
34,621千円

市受託金 
132,203千円利用料・賃貸料 

8,360千円

貸付事業償還金 
4,200千円

障がい福祉サービス 
介護保険事業収入 
215,483千円

繰入金・利息・取崩等 
119,046千円

　  
 

事務局人件費・事務費 
169,135千円

在宅福祉事業費 
67,086千円

地域福祉事業費 
34,534千円

東日本大震災復興支援事業費 
3,517千円

広報事業費 
8,257千円

総合福祉センター管理運営費 
47,501千円

障がい福祉サービス 
介護保険事業費 
234,898千円

児童館等管理運営費 
100,267千円

繰入金・積立金 
46,113千円

収　入
711,308千円

支　出
711,308千円

世帯会費（１世帯２００円） 　１９，０００千円
個人会費（１名５００円） 　　　　９４０千円
団体・施設会費（１団体２，０００円）　　　　３６０千円
特別賛助会費（法人・事業所） 　　１，４００千円

※
会費収入の内訳
【２１，７００千円】

　盛岡市総合福祉センター3階、エレベー
ター前に「赤ちゃんの駅 DAKKO（だっこ）」が
できました。
　赤ちゃんとの外出中に授乳やおむつ替えが
必要になった時にご利用ください。
　使用済みのおむつはお持ち帰りください。

　問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会
　　　　　　　総務課　TEL 651-1000

赤ちゃんの駅 DAKKO赤ちゃんの駅 DAKKO
授乳・おむつ替えにご利用ください授乳・おむつ替えにご利用ください

だ っ こ

平成26年度盛岡市社会福祉協議会事業計画概要
重　点　項　目

　盛岡市社会福祉協議会の平成26年度事業計画と予算が決まりましたのでお知らせします。
　今年度も盛岡市社会福祉協議会では、市民の皆様が安心・安全を実感しながら生活が送れるよう、地域福祉活動、在宅福祉サービスの各種事業を進めてまいります。
　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・予算の詳細は、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、またはホームページ（http://www.morioka-shakyo.or.jp/）で
　ご覧いただけます。　　
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銀行通帳

金銭管理など日常生活のお手伝いをします金銭管理など日常生活のお手伝いをします

赤い羽根 沿岸地域応援募金ドネーションパーティー赤い羽根 沿岸地域応援募金ドネーションパーティー

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました

○どんなサービスが受けられますか？
　生活支援員が自宅等を訪問して下記のサービスを行います。
・各種福祉サービスの情報提供や利用に関する相談に応じます。
・福祉サービスの利用やサービスをやめる手続きのお手伝いをします。
・日常生活に欠かせない生活費の出し入れや福祉サービスの利用料、医療
費、税金、保険料、公共料金の支払いをお手伝いします。

・通帳や印鑑、権利証書など大切な書類をお預かりします。
○利用料はいくらですか？
相談や契約までの費用は無料です。

契約後の支援計画に基づく支援活動は1時間あたり1,300円です。
（生活保護世帯の方は無料です）

○利用するためにはどのようにすればいいですか？
・盛岡市社会福祉協議会にご相談ください。日常生活自立支援事業の専門員
が相談を伺います。（必要に応じて訪問もします）

・利用を希望する方と3回程度の面談を行い、契約の意思確認を行います。
・契約書を取り交わした上で、支援計画書を作成し計画に沿って支援活動を
行います。

　問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　在宅福祉課 TEL 651-1000

　盛岡市社会福祉協議会では、認知症高齢者、知的障がい、精神障がいなどで日常生活に不安を抱える方のために、福祉サービスの利用手続きの援
助や代行、各種利用料金の支払い代行などを行っています。

～日常生活自立支援事業～

　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、それぞれ担当する区域内で、地域福祉推進のための幅広い活動を行っています。
　任期は3年で、全国では23万人、岩手県では3，734人（うち主任児童委員355人）の定数が定められ、盛岡市では574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し、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 な々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を地域の方 と々一緒にすすめ、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定義され、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

　岩手県共同募金会が行っている「赤い羽根3.11いわて沿岸地域応援募金」のドネーションパーティーが3月11日、盛岡市内のホ
テルで開催されました。
　これは、盛岡市共同募金委員会、岩手県共同募金会が沿岸地域の現在の状況や活動を知っていただこうと盛岡市内および近
郊の企業、事業所に呼びかけて開催したもので、85社、105名のご参加をいただきました。
　パーティーでは大船渡市、大槌町、野田村、田野畑村の共同募金委員会がそれぞれプレゼンテーションを行いました。
　ご参加いただいたのは次の企業、事業所様です。ご協力ありがとうございました。

地域の民生委員をご存じですか？地域の民生委員をご存じですか？

アーク株式会社
株式会社アウトレジャーＢＨレンタリース盛岡
株式会社赤澤紙業
浅沼住建
特定非営利活動法人 明日育
岩手ケーブルテレビジョン株式会社
岩手県社交飲食業生活衛生同業組合
一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会
岩手県中小企業団体中央会
岩手県立大学
株式会社岩手互助センター
岩手トヨペット株式会社
株式会社岩手日報社
ＮＴＴ東日本岩手支店
株式会社エフエム岩手
エンジェルウイング
表千家同門会岩手県支部
株式会社オレンジライン
河北印刷株式会社
川口印刷工業株式会社
川嶋印刷株式会社
菊の司酒造株式会社

株式会社北東北第一興商
北日本建機工業株式会社
北日本通信株式会社
株式会社木津屋本店
株式会社久慈設計
合同会社クリア
株式会社コミュニケーションズ・コ・ア
株式会社五六堂印刷
株式会社サンメディカル
三陸復興食堂
株式会社白ゆり
新興電気株式会社
ＪＲ東日本旅客鉄道労働組合盛岡地方本部
Ｊ．ウォーター株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
株式会社事務機商事
住友生命保険相互会社盛岡支社新盛岡営業部
ゼブラ株式会社東北営業所
全労済　岩手県本部
曹洞宗岩手県宗務所ボランティアセンター
株式会社泰 成
株式会社タカヤ

玉山区芸術文化団体連絡会
ダイドードリンコ株式会社東北第一営業部盛岡オフィス
有限会社大和自動車工業所
テクノ株式会社
寺岡ファシリティーズ岩手株式会社
株式会社トスネット北東北
株式会社トヨタレンタリース岩手
中亀建設株式会社
南部相撲甚句会
日本生命保険相互会社
ネッツトヨタ岩手株式会社
株式会社 ハイ・ジャンクション
株式会社平金商店
ファーム仁王
株式会社福祉サポート北東北
株式会社富士屋印刷所
有限会社藤原アイスクリーム工場
株式会社双葉設備アンドサービス
ブティック ポラン
株式会社北 星
北斗商事株式会社
ホテル紫苑

湯守 ホテル大観
盛岡ターミナルビル株式会社ホテルメトロポリタン盛岡
みかみ不動産
株式会社ミチノク
株式会社みちのく冷熱
有限会社未来企画
有限会社村山畳店
名鉄観光サービス株式会社盛岡支店
盛岡市歯科医師会
モトモチ商事株式会社
盛岡駅西口在宅介護サービス事業所
株式会社盛岡クラブチェンジ
一般社団法人盛岡市医師会
盛岡市役所保健福祉部
横山編集室
ラ・ドルチェ・ヴィータ
株式会社リードコナン
有限会社ローカルサービス
株式会社ワイズマン

（50音順　敬称略）
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「みたけ北町内会 すみれっこサロン」「みたけ北町内会 すみれっこサロン」
　「すみれっこサロン」は、盛岡市の北部地区で平成22年12月から開催
しているふれあいサロンです。
 　「すみれっこ」という花言葉に因んだ、謙虚で誠実な盛岡の人達が県
営アパートの集会所に仲良く集い、歓談をしたり昼食を一緒にとってお互
いを見守り支えあっています。
　町内会より物心両面の応援を受け、参加者各々が世話人として助け
合い活動をしています。

Sサロン訪問サロン訪問サロン訪問 おじゃましますおじゃまします

対 象 者：みたけ北町内会住民　　　
開催場所：県営厨川アパート集会所
開催日時：毎月最終日曜日　午前10時～午後2時
内　　容：情報交換、小旅行、昼食ほか
会　　費：500円（お弁当代ほか）

湯守 ホテル大観
盛岡ターミナルビル株式会社ホテルメトロポリタン盛岡
みかみ不動産
株式会社ミチノク
株式会社みちのく冷熱
有限会社未来企画
有限会社村山畳店
名鉄観光サービス株式会社盛岡支店
盛岡市歯科医師会
モトモチ商事株式会社
盛岡駅西口在宅介護サービス事業所
株式会社盛岡クラブチェンジ
一般社団法人盛岡市医師会
盛岡市役所保健福祉部
横山編集室
ラ・ドルチェ・ヴィータ
株式会社リードコナン
有限会社ローカルサービス
株式会社ワイズマン

㈱アイ不動産
岩手日野自動車㈱
岩手ヤクルト販売㈱
北日本機械㈱
㈲クリーンモーター岩手
㈲鈴木建設
清水寺
㈱総合安心サービス企画
㈱東山堂
日本レジャービジネス ㈱マッハランド
ビューテーサービス㈱
名鉄観光サービス㈱盛岡支店
㈱恵工業
㈱山與

平成25年度
特別賛助会費
平成25年度
特別賛助会費

【平成26年1月27日～4月11日受付分】
（敬称略・50音順）

（盛岡市共同募金委員会扱い）（盛岡市共同募金委員会扱い）
平成25年12月18日～平成26年3月31日

　東日本大震災義援金の受付は平成26
年3月31日で終了しました。
　多くのご支援ありがとうございました。

　平成25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。

盛岡市社会福祉事業団 ･････ 7,902円
匿名 ･････････････････････ 3,000円
匿名 ････････････････････58,111円
盛岡アマチュアマジシャンズクラブ･12,160円

東日本大震災義援金の受付東日本大震災義援金の受付

身障者ボウリング大会
　3月16日、津志田町のビッグハウス・スーパー
レーンを会場に第39回市長杯争奪身障者ボ
ウリング大会（主催：盛岡市身体障害者協議会）
が開催されました。
　当日は朝から大雪が降る中たくさんの方が
来場し、ボラン
ティア9名を含
む62名がゲ
ームを楽しみ
ました。

盛岡市老人芸能大会
　2月13日、岩手県民会館を会場に第45回
盛岡市老人芸能大会（主催：盛岡市、盛
岡市老人クラブ連合会、盛岡市社会福祉協
議会）が開催されました。
　35団体、393名の出演者が日頃の練習の
成果を発揮し、約1,000人の来場者から盛
大な拍手が送られていました。

家族介護者リフレッシュ交流会
　2月25日から26日にかけての1泊2日の日程
で家族介護者リフレッシュ交流会が繋温泉
「愛真館」で開催されました。盛岡市内で在
宅で家族を介護している方 2々0名の方が参
加し、ひとときくつろいでいただきました。

ボランティア交流会
　2月15日に盛岡市総合福祉センターを会場
に開催しました。当日は32名が参加しました。
今回の交流会は、ボランティア活動をしている
6団体がブースを設け、参加者が実際に普段
の活動の様子
を聞いたり、実
際にパソコン
を使って点訳
体験をしまし
た。

　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････････ 32,033,550円
歳末たすけあい募金･･････14,694,789円

ご協力ありがとうございました
平成25年度共同募金報告

ご協力ありがとうございました
平成25年度共同募金報告

だけではなく、一般市民の参加希望もあり、盛岡に避難されてい
る被災者の方 と々市民の方との交流も目的として活動をしていま
す。
　初めは講師を招いて活動していましたが、続けているうちに参
加者の中に作り物の上手な人が出てきて、途中からは参加者同
士が講師になって教えたり教えられたりという形になりました。
　これまで作った物は、シャツ型コースター、お絵かき布巾、蛇型
しつけ糸入れ、ドレス型手拭き、おにぎり入れ、写真フレーム、ネク
タイリメイクのバラのブローチ、香り入りの小さな帽子、猫型ピン
チ、ろうそく、牛乳パックの灯龍、吊るし飾り、簡単ブローチ、手帳
ケースなどなど。
　最初は参加費無料でしたが、「かえって参加しづらい」と言う
声があったので、その後は、参加費として300円を頂き、作り物の
材料代の一部に充てています。2013年秋のボランティアまつり
「ふれあいバザー」で作品を販売、その時の売上金で忘年会（ノ
ンアルコール）を開いたそうです。
　月１回、みんなでおしゃべりしながら物作りをして、最後は『花は
咲く』など、歌を歌って締めくくっています。

　ボランティアグループ「ねまりっこ」は、2012年夏の結成。盛
岡市社会福祉協議会、盛岡市ボランティア連絡協議会主催
の「宮古市仮設住宅サロンボランティア」に参加していた人の
有志の集まりです。
　冬期間、沿岸被災地への移動が大変なことから、避難生
活をしている被災者を対象に盛岡でボランティア活動をしよう
と、2013年2月から市総合福祉センターで「手作りサロン」を始
めました（現在の活動場所は、本宮五丁目の「もりおか復興推
進しぇあハート村」）。参加者を募集したところ、被災された方

もっとひろがれ

ボランティアの輪

手作りサロンで被災者と交流
ボランティアグループ「ねまりっこ」

盛岡市ボランティア連絡協議会所属 ねまりっこ
代　表　藤澤 禎子さん
事務局　及川 道子さん
電　話　090-5849-1621（及川さん）
会　員　中心メンバー5名

教えたり教えられたり…

猫型ピンチ（Tシャツのリメイク）。
中に洗濯バサミが入っていて、カーテン止めなどに使う実用品



地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

●一般寄付
　社会福祉のために
　　盛岡市グラウンド・ゴルフ協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42,500円
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000,000円
　　第16回福祉チャリティ愛の募金箱　舞踊と演歌の祭典実行委員会・・・・・200,000円
　　東日本鉄道OB会天昌寺会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,000円
　　一般社団法人岩手県損害保険代理業協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,523円
　　照井トク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　盛岡市青年団体連絡協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,855円
　　齋藤誠司・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150,000円
　　長澤淳子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
　高齢者福祉のために
　　岩手大学教育学部付属小学校 5年たけ組 吉田悠馬・・・・・・・・・・・・・・・4,599円
　助け合い資金貸付事業のために
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,334円
●物品寄付
　地域福祉活動のために
　　株式会社小田島・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・サージカルマスク200箱
　　株式会社ダイナム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・トートバック等日用雑貨品97点
　高齢者福祉のために
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車椅子1台
　貸出事業のために
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電動ベッド1台
　　四日市育子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイルドシート1台
　老人デイサービスセンター事業のために
　　株式会社ツルハホールディングス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・介護杖12本
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ま ご こ ろ
　盛岡市社会福祉協議会の事業活動のために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12月26日～平成26年4月24日現在（敬称略）

活動内容：開運橋花壇の手入れ（掃除・除草・花苗の植え付け・剪定等）　
活動日時：４月～11月の毎週土曜日　午前６時～（通常１時間程度）
問い合わせ：盛岡市公園みどり課内　市グリーンバンク事務局
　　　　　TEL 651-4111　※平日午前９時～午後5時

「開運橋花壇クラブ」ボランティア募集

■釜石スタディーツアー　
日　時：6月7日㈯
　　　　集合時間　午前7時10分　
　　　　解散　午後6時ごろ。詳しい日程は、参加者にお知らせします。
内　容：釜石市内での復興に関する講話など。釜石海上保安部の見学を予定して
　　　　います。　
参加費：一般3,500円　20名　ボラ連会員3,000円　20名
■岩手県立防災センター見学（岩手県立総合防災センター　矢巾町藤沢3-117-1）
日　時：7月5日㈯　午前10時～正午
定　員：40名定員になり次第締め切り
■この他に、11月に炊き出し訓練や講話を予定しています。
申し込みはそれぞれ5月21日から電話にて受付します。
申し込み・問い合わせ：盛岡ボランティアコーディネートセンター
　　　　　　　　　　　TEL 651-1000

スタディーツアー参加者募集

活動内容：外来でのご案内、医学図書館のご案内
　　　　　小児外来･病棟でのお子さまのお相手、植物
　　　　　の手入れ本棚整理や病棟への本の貸出し、患
　　　　　者さまの足浴･手浴
活動日時：毎週月曜日午前10時～午後3時
問い合わせ：岩手県立中央病院　TEL 653-1151㈹  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  内線 2314
            　岩手県立中央病院ボランティアひまわり　   
　　　　　代表 竹花昭子

岩手県立中央病院ボランティア募集

　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

ホームヘルパー募集

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～午後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

　4月から新年度となり、1ヶ月が経ちました。この春から新しい環境で活躍されている方も多いと
思います。私自身も今年度から新たな部署へ異動となり、慣れない仕事に日々悪戦苦闘しており
ますが、先輩方に助けられながら毎日過ごしています。また、春は花粉が飛び始める時期でもありま
すので、花粉とも必死に戦っていきたいと思います。話が逸れましたが、今年度も「福祉もりおか」
は皆様に様 な々情報をお伝えしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。（Ｍ）

＜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
　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16日（金）午前10時～午後4時
　　　　　6月20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：6月11日（水）午前10時～午後3時
　　　　　7月  9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

社会福祉協議会の相談窓口

■第40回 盛岡市老人スポーツ祭典
日　　時：平成26年7月9日（水）
　　　　　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。

■福祉の就職総合フェア2014
　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：岩手県、岩手県社会福祉協議会
日    　時：平成26年 7月27日（日）午前11時～午後4時
場　    所：ホテルニューカリーナ 2F（盛岡市菜園2-3-7）
問い合わせ：岩手県社会福祉協議会　岩手県福祉人材センター　TEL 637-4522

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26年6月1日（日）午後1時～
　　　　　平成26年7月6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。 昨年の福祉茶会の様子

■シニアビリヤード教室
　ビリヤードでちょっぴり健康してみませんか？
主　　催：岩手県ビリヤード協会
日　　時：6月18日から毎週水曜日
　　　　　午後4時～午後6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・初心者の方
参  加  費：1ヶ月2,500円（道具賃料も含む）
申し込み：ビリヤードバディーズクラブ
　　　　　TEL・FAX 643-3339(午後2時～午後10時まで)
申込期限：6月13日（金）　　

ＮＴＴ東日本から「電話お願い手帳」
　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。


