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【資金収支概要】
・会費収入は21,070千円とほぼ前年度並みとなり、個人・団体会費が増収となったも
のの、世帯会費が0.6％、特別賛助会費が1.2%の減収となりました。

・寄付金収入は4,507千円となり、復興支援を目的とした寄付金品が寄せられた前年
度に比べますと、30.8％の減収となりました。

・事業収入は、耐震補強改修工事による会場利用実績の減少もあり8.6％の減収と
なりました。
・共同募金配分金収入は、赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい募金が9.9％の増
収となった他、災害等準備金収入4,600千円を受け災害救援ボランティアセンター
の運営を行いました。
・介護保険収入につきましては、黒字経営となったものの、通所介護事業、訪問入浴介護事業及び居宅介護支援事業が減
収となったことから、前年度に比べますと4.8％の減収となりました。
・一般会計では、上記収入に盛岡市等からの補助金や受託金を含めた収入総額666,457千円に対し、支出総額は661,917千
円となった結果、当期資金収支差額は4,540千円となりました。また、地域包括支援センター事業や居宅介護支援事業で構
成する公益事業特別会計では、収入総額70,549千円に対し、支出総額68,372千円となった結果、当期資金収支差額は
2,177千円となりました。
・全体として、一般会計と公益事業特別会計を合わせた当期末支払資金残高は、昨年度より6,717千円多い168,723千円とな
りました。
・積立金につきましては、盛岡市総合福祉センター耐震補強改修工事により総合福祉センター補修準備積立預金は21,750千
円減額となりましたが、その他の基金等積立預金は2,439千円増額となり、積立金は、合計427,850千円となりました。

　盛岡市社会福祉協議会では、自分たちの地域で安心・安
全に生活できるよう市民の皆さんが話し合うことを目的に、各
地区福祉推進会単位で福祉懇談会を開催しますので、ご
参加をお待ちしています。（各地区定員40名）
　今後の開催地区と期日については、ホームページでもお知
らせします。

　盛岡市社会福祉協議会の平成25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26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。（http://www.morioka-shakyo.or.jp/）

地区福祉懇談会開催のお知らせ

平成25年度平成25年度

盛岡市社会福祉協議会事業・資金収支の概要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）
・「ふれあい・いきいきサロン活動」の普及のほか、高齢者から子育て中の親子を
含めた「世代間交流サロン」への取り組みを行うとともに、日常的な支え合い活動
の推進のため「地域支え合いマップ作成」の促進と活用を図る事業展開を行いま
した。
・ボランティア保険の加入促進を図るとともに積極的な情報提供により、ボランティア
養成研修においては、より多くの高校生や一般市民の方々に参加いただきました。ま
た、福祉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。
・8月、9月と２度にわたる大雨による「繋地区」「玉山区」の土砂災害で被災した地

域の復旧を支援するため、盛岡市からの要請を受け「盛岡市災害救援ボランティ
アセンター」を設置し、支援活動を行いました。

・沿岸被災地を定期的に訪問しての「サロン運営支援活動」や、盛岡市内へ避難さ
れている方々への継続した支援活動や生活相談等を行いました。
・低所得者等を対象に生活福祉資金の相談や貸付に対応するとともに、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。
・高齢者等が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるようサービスを展開してきました。

25年度事業から
お茶っこサロン、災害救援ボランティアセンター

地域福祉マップづくり

申し込み・問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課
　　　　　　　　   TEL 651-1000

永井地区
飯岡地区
乙部地区
巻堀姫神地区
玉山薮川地区

７月23日（水）
８月20日（水）
８月26日（火）
８月29日（金）
９月 ３日（水）

18時30分～20時30分
18時30分～20時30分
18時30分～20時30分
18時30分～20時30分
18時30分～20時30分

下永井公民館
飯岡農業構造改善センター
乙部老人福祉センター
巻堀地区コミュニティセンター
玉山地区公民館
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生活福祉資金 総合支援資金のご案内生活福祉資金 総合支援資金のご案内 在宅介護者等相談支援センターのご案内在宅介護者等相談支援センターのご案内

岩手県共同募金会から盛岡市内8団体が助成を受けました岩手県共同募金会から盛岡市内8団体が助成を受けました

○総合支援資金とは
　総合支援資金貸付は、失業等によって日常生活全般に困難を抱えており、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
な資金を必要としている方を対象とした資金の貸付です。

○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。

○貸付の条件
⑴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。
　ただし、収入などの条件があります。
　詳しいことは、盛岡市社会福祉協議会（ＴＥＬ 651－1000）にお問い合わせください。

　要介護状態の家族を在宅で介護している方の心や身体の悩み、日常生活の悩み
や不安、介護予防等について、保健師等のスタッフが電話や面接、訪問等で相談に
応じます。
　どうぞお気軽にご相談ください。

相 談 時 間：平日　午前9時～午後4時
　　　　　　　土・日・祝日・年末年始はお休みです。
費　　　　用：無料
問い合わせ先：在宅介護者等相談支援センター
　　　　　　　盛岡駅西通1-2-2（盛岡駅西口在宅福祉施設内）
　　　　　　　TEL 622-7570  FAX 606-3362

　  貸付費目
生活支援費

住宅入居費
一時生活再建費

　　　　　　 主な使途
生活再建までの間に必要な生活費

敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費
生活再建に必要な一時的な費用であって、日常生活費で
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

　　　 貸付額
（二人以上）月20万円以内
（単身）　　月15万円以内
　　　最長12ヶ月
40万円以内
60万円以内

⑵貸付費目・貸付額等

　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8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　杜陵地区民協
2　厨川一第二自治会
3　松園二丁目町内会
4　みたけ北町内会

【機器・用具の購入】
1　北厨川地区自治福祉協議会
2　加賀野地区福祉推進会
3　厨川一丁目第一自治会
4　もりおか八幡界隈まちづくりの会

平成25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。

地区福祉活動の推進
・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……4,831千円
・シルバーメイト（盛岡市委託事業）……3,795千円
・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）……6,610千円
・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）……4,504千円
・ふれあいのまちづくり（玉山区）……364千円

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……577千円
・市民福祉茶会……64千円

児童の育成支援
・福祉教育の推進……528千円
・児童福祉週間運動・支援……54千円
・児童館の管理運営（盛岡市指定管理者指定事業）……70,779千円
・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……7,253千円
　　城内学童クラブ……9,546千円
　　外山学童クラブ……6,568千円

障がい者（児）の支援
・心身障がい児一時介護の支援……4千円

ボランティア活動の推進
・ボランティアの養成……50千円
・ボランティアネットワークづくりの支援……512千円
・ボランティア保険の加入助成……1,952千円
・ボランティア団体への活動助成等……30千円
・福祉除雪……2千円
・災害救援ボランティアセンターの運営……2,943千円

福祉団体の育成……3,962千円

福祉サービスの利用支援
・生活支援相談
　　心配ごと相談……1,074千円
　　結婚相談……763千円
　　高齢者就労相談……2,385千円

地区福祉活動の推進
・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……4,831千円
・シルバーメイト（盛岡市委託事業）……3,795千円
・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）……6,610千円
・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）……4,504千円
・ふれあいのまちづくり（玉山区）……364千円

高齢者いきがい活動等の支援
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・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……7,253千円
　　城内学童クラブ……9,546千円
　　外山学童クラブ……6,568千円

障がい者（児）の支援
・心身障がい児一時介護の支援……4千円

ボランティア活動の推進
・ボランティアの養成……50千円
・ボランティアネットワークづくりの支援……512千円
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・福祉除雪……2千円
・災害救援ボランティアセンターの運営……2,943千円

福祉団体の育成……3,962千円

福祉サービスの利用支援
・生活支援相談
　　心配ごと相談……1,074千円
　　結婚相談……763千円
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・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）……12,062千円
・助け合い資金の貸付相談……3,531千円
・日常生活自立支援（岩手県社会福祉協議会委託事業）……21,093千円
・地域包括支援センター（盛岡市委託事業）……31,836千円
・在宅介護者等への訪問相談（盛岡市委託事業）……9,596千円

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……20,039千円
　　訪問介護・予防訪問介護……65,978千円
　　訪問入浴介護……8,696千円
　　通所介護・予防通所介護事業……73,160千円

障がい福祉サービス
・居宅介護（ホームヘルプ）……322千円
・訪問入浴サービス……713千円

地域生活支援
・日常生活用具の貸与……289千円
・高齢者世話付住宅援助員の派遣（盛岡市委託事業）……1,776千円
・在宅寝たきり高齢者等紙おむつの支給（盛岡市委託事業）……6,625千円
・生活管理指導員の派遣（盛岡市委託事業）……983千円
・いきいき高齢者通所支援（玉山区）（盛岡市委託事業）1,492千円
・家族介護者のリフレッシュ（盛岡市委託事業）……530千円

外出支援
・おでかけ送迎サービス……2,913千円
・「ぷらっとcab」の貸出し（車いす同乗福祉自動車貸出事業）……366千円

東日本大震災復興支援
・生活支援事業の推進（岩手県社会福祉協議会委託事業）……4,843千円

福祉大会・広報等 
・社会福祉大会の開催……1,383千円
・会報「福祉もりおか」の発行……6,196千円
・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……54,498千円
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油性ペンで書いて
は消し書いては消
し（布の手袋をして
その手袋で拭き消
しながら）。会議な
どでは紙に書いて
OHC（オーバー
ヘッドカメラ）でスク
リーンに投射しま
す。紙はロール状
になっていて１画
面ぶん書き終わるとアシストの人が紙を引っ張って次の言葉を
書くようにしていきます。会議などではだいたい４人１組でOHC
をとり囲んで座り、１人15分間ぐらいずつ交代しながら要約筆
記します。次の順番の人は間違いを訂正したり脇から「補筆」
するなど、アシストします。
　３大原則は「速く、正しく、読みやすく…」。この域に達するに
はかなり現場経験を積まないとなれないようです。
　先頃行われた岩手県障がい者スポーツ大会にはメンバー５
人が参加。難聴のアスリートに付き添って試技の結果や次に
向けてのコーチの指示などを伝えていました。2016年の岩手
国体・全国障害者スポーツ大会では要約筆記者300人が必要
と言われ、これからもっともっと仲間を増やしていかなければと
関係者は市民意識の高揚を呼びかけています。　

　聞こえが不自由
な人のために話し
言葉を文字に書い
て伝える「要約筆
記」―話の内容を
かいつまんで短い
言葉に書き表すの
で「要約筆記」と呼
ばれます。講座を所
定時間受講し、試

験をパスした人が「要約筆記者」としてこの活動をしていま
す。現在、岩手県内で84人、盛岡市では18名が登録されてい
ます。
　要約筆記を必要とするのは、難聴の人、途中から聞こえが
不自由になった人など、話すことはできるけど聞こえが不自由
な人たちです。講演を聞く、授業のノートをとる、病院の診療を
受けるといった個人の行動で必要な場合もあれば、中途失
聴、難聴の人たち同士の会議など多人数で同時に必要な場
合もあります。個人の場合はハンディサイズのホワイトボードに

            

もっとひろがれ

ボランティアの輪

速く、正しく、読みやすく…
「聞こえ」が不自由な人のために、要約筆記「盛岡」
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ボランティア
募　　　  集

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26年8月23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）、
 ビッグハウススーパーレーンなど
 （津志田町１-１-１０）
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25日
までにお申し込みください。

難聴の人たちの会議で４人１チームで活動

要約筆記通訳「いわて」連絡協議会所属
要約筆記「盛岡」
代　表　熊谷 教久さん
事務局　野中 信子さん
電　話　090-4884-1892（野中）
会　員　盛岡　18名

　こどもの日の5月5日、第42回
歩け歩け運動（市子ども会育
成会連絡協議会主催）が開
催されました。児童と保護者
36名が参加し、高松の池から
愛宕山展望台まで約1時間の
道のりをクイズを解きながら歩
きました。愛宕山展望台では
宝探しや親子レクリエーション
も行われ、こどもの日を満喫した様子でした。

障がい者スポーツ大会では
アスリートたちをサポート

永井20－4区の集い
「１１日」サロン紹介
永井20－4区の集い
「１１日」サロン紹介

い い ひい い ひ

　永井20－4区の集い「１１日」サロンは、平成24
年4月に地域住民が気軽に集える場を求め立ち
上げをしました。民生委員や主任児童委員が中
心となり、毎日がいい日で過ごせるように毎月「11
日」の開催日を「いいひ」とネーミングし活動して
います。昔からの季節行事を大事に、楽しみ学
びながら地域の見守り支え合いに取り組んでい
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

開催日時：毎月11日、午前10時～午前11時30分
場　　所：多賀集会所
活動内容：おしゃべり、講座、伝承行事ほか
※参加費は無料ですが、各自水分補給のお飲
物を持参していただいています。

第42回歩け歩け運動

月が丘デイの行事
スタディーツアー

　5月10日、盛岡市総合福祉センターで児童福祉講
演会が開催され、民生委員や子ども会関係者など
48名が参加しました。「子どもとネット社会」と題し、
NTTドコモ株式会社、岩手県青少年育成県民会
議の清水裕治さんを迎えて、インターネットやスマート
フォンに関する講演を行いました。使用する際の注
意すべき点な
ど初めて知る
ことも多いよう
でした。

児童福祉講演会

　生出児童館（齊藤かすみ館長、幼児13名）は、『ひまわりｄｅつながろうプロジェクト』のひまわ
りの種を植え、育った苗の地植え作業を行いました。
　この種は、宮古市の方々が地元の方を癒したい、全世界へのありがとうのメッセージを込め
咲かせたひまわりの種を次に繋げたい、と有志により始まったものです。
　「子どもたちに震災と、宮古の人たちがみんなにありがとうの気持ちで種を送ってくれたことを
話し、元気に大きくな～れ！ と水やりをし見守っています。今は小さな芽だけれど、夏にはきっとみ
んなが見上げるぐらい大きくなるでしょう」と館長。
　夏に、ひまわりと子どもたちの笑顔でいっぱいになる館庭が待ち遠しく、秋には種が児童館から家庭、家庭から地域へと絆を
繋いでいってほしいと願いました。

「ひまわりｄｅつながろうプロジェクト」

　5月17日、月が丘デイサービスセンターでは盛岡医療
福祉専門学校の生徒
たちによる歌や生演奏
のＢＧＭ付きの紙芝居
が披露されました。デイ
サービスの利用者さん
たちも歌にあわせて手
拍子を打つなど楽しい
ひとときを過ごしました。

　6月7日、盛岡市ボランティアコーディネートセンター主催によ
り、スタディーツアーを行いまし
た。参加者は30名で、釜石市
での防災学習や釜石海上保
安部の震災時の対応などの説
明を受けました。参加者は真剣
な表情で説明を聞いていまし
た。

い い ひ



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
　高齢者福祉のため
　　岩手大学教育学部附属小学校  6年しらかば組　吉田悠馬・・・・13,376円
●物品寄付
　地域福祉活動のために
　　レジェンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ＣＤ3枚
　高齢者福祉のために
　　シニアビリヤード教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車イス1台
　　曹洞宗第一教区寺族会・・・・・・・・・・・・・・・・・タオルケット、シーツ等175点
　貸出事業のために
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイルドシート1台
　　工藤研・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイルドシート1台

＜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：7月18日（金）午前10時～午後4時
　　　　　8月15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13日（水）午前10時～午後3時
　　　　　9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

社会福祉協議会の相談窓口

　また暑い季節がやってきました。クールビズが始まり、ご家庭や会社等で省エネの取り組みを
されているかと思います。
　当協議会で行っている取り組みの一つに、パソコンのディスプレイの輝度を下げるというのが
あります。パソコンのスペック等にもよりますが、ディスプレイの輝度を100％から40％に下げ
ると、パソコン全体で約23％の節電になるそうです。
　会社においては、パソコンの消費電力は大きな割合を占めていると思いますので、省エネ効果
は高いと思います。
　ぜひご家庭や会社等で実践してみてください。（Y）
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　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26年4月25日～平成26年6月23日現在（敬称略）

催し案内　7月～9月
■第43回盛岡市子ども会スポーツ大会
　市内各小学校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26年7月27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

■第14 回盛岡市障がい者スポーツ大会
　障がい者がスポーツを通じて楽しみながら交流をするた
めに開催します。
日　　時：平成26年8月23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：盛岡市障がい者スポーツ大会実行委員会

■ふれあい交流福祉茶会　参加児童募集　
　平成26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26年9月7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
申込方法：電話または窓口で受付します。
申し込み：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課
　　　　　　 （若園町2-2　TEL 651-1000）
※当日、会場で茶会券（900円）を購入すれば、保護者の方も一緒に参加できます。

■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9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。

■おもちゃ病院開院とボランティア募集のお知らせ
　おもちゃの修理に興味のある方、一緒に活動しませんか。
開 院 日：毎月第2土曜日　午前10時～午後3時
場　　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
内　　容：おもちゃの修理は無料
　　　　 （部品代については実費 例：スピーカー交換300円など）
問い合わせ：事務局 小森  TEL 070-5090-9037

■盲ろう者向け通訳・ガイドヘルパー養成講座のご案内
受講資格：18歳以上で、通訳介助者として活動を理解したい、または一緒に活動したい
　　　　　と考えている方。
日　　程：全11日間（42時間）
会　　場：岩手県民交流センター(アイーナ)4階視聴覚障がい者情報センター
受 講 料：無料(テキスト代として1,680円実費負担)
定　　員：20名
申込期限：7月20日(日)
申し込み：岩手盲ろう者友の会 事務局 佐々木
　　　　　TEL 090-6781-5054  E-mail iwate_db@yahoo.co.jp

■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。
日　　時：平成26年  7月27日（日）午前11時～午後4時
　　　　　平成26年10月18日（土）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）
主　　催：岩手県、岩手県社会福祉協議会
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

■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26年8月5日（火）・6日（水）午前9時30分～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
定　　員：50名 
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26年8月21日（木）午前10時～午後3時　
場　　所：ホテルルイズ（盛岡駅前通7-15）
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身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〉歯科医による「在宅介護」をテーマにした講話、昼食
　　　　　〈午後の部〉参加者交流座談会
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（金）午前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。

　盛岡市社会福祉協議会では、ボランティア・市民活動への理解促進のため、学校や
町内会、事業所に職員が出向き、車いす体験、高齢者疑似体験や福祉講話など福祉教
育への支援を行っています。
　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3週間前までに、盛岡市社会福祉協議会へご連絡下さい。
　　　　　日程によっては調整させていただくこともありますので、ご了承下さい。
　　　　　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

昨年の大会の様子

昨年の大会の様子

昨年の福祉茶会の様子

　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。

■社協世帯会費のお願い

運転ボランティア募集

キャップハンディ体験学習・福祉学習のご案内

　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

　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：第１回　平成26年7月25日（金） 午前10時～午後3時
　　　　　第２回　平成26年9月25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）。開催日の１カ月前から予約を開始します。
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

弁護士による無料法律相談


