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第53回盛岡市社会福祉大会開催

v

第53回盛岡市社会福祉大会を平成26年10月28日
（火）
、岩手県民会館大ホールで開催しました。
式典冒頭には社会福祉関係物故者並びに東日本大震災で亡くなられた方々に対し黙祷を捧げました。
桑島博盛岡市社会福祉協議会会長のあいさつに続き、長年にわたり社会福祉の発展に功績のあった関係
者74名、15団体を表彰するとともに、今年度の福祉作文・福祉標語コンクールで最優秀賞を受賞した児童生
徒8名の表彰が行われました。
表彰後、児童生徒8名による福祉作文・福祉標語コンクール最優秀作品の朗読
発表が行われました。
続く大会宣言では「地域内住民の良好な交流と相互の支え合いによるまちづく
り」
を目指していくことを宣言し、大会決議が採択されました。
記念講演では、俳優・ナレーターであり、
「まんが日本昔ばなし」でおなじみの常田
富士男さんを講師に迎え、
「幸せ探しお爺さんの歌入りお伽話『ふなや』」
と題した講
演が行われました。
常田富士男さん

第53回盛岡市社会福祉大会表彰者
・市長感謝状
カッコ内は地区民協名
熊谷 和子（上田地区民協）
佐藤 辰夫（西厨川地区民協）
・会長表彰
カッコ内は地区民協・団体名
田鎻 庄司（米内地区民協）
下川 陽子（緑が丘地区民協）
菊池 京子（青山地区民協）
佐々木利可（同）
高橋 章子（同）
内田 信子（城南地区民協）
志村麻里子（同）
佐賀 和子（永井地区民協）
小笠原ハツエ（同）
佐藤サツ子（津志田地区民協）
佐々木真珠（青い鳥）
清見 キエ（一誠会）
深澤 孝子（同）
工藤 泰子（同）
千葉 深雪（同）
川越 架織（同）
遠藤 麻子（岩手愛児会）
黒澤
恵（同）

盛岡市

小山
昭（岩手しいの木会）
大石 和子（同）
後藤とよ子（同）
黒沢 カヨ（同）
佐々木達人（希望会）
森
雅子（恵育舎）
熊谷
瞳（千晶会）
梶沼美保子（玉山秀峰会）
富谷 信子（同）
佐藤 重昭（長松寺会）
豊巻 宗道（同）
吉田
隆（同）
吉田 清蔵（同）
加藤 峯治（天昌寺福祉会）
谷藤 和義（同）
金子恵美子（同）
藤田 忠男（同）
川端 直子（同）
千田 孝子（同）
山本まゆみ（同）
大矢 次子（藤実会）
齊藤 友幾（盛岡市民福祉バンク）
小笠原正志（永井地区福祉推進会）
芳賀 良次（盛岡市少年指導員連絡協議会）

浅沼美智子（盛岡市保健推進員協議会）
大澤千枝子（同）
亀田 靜江（同）
田代 康子（同）
前川チセ子（同）
飛鳥 愛子（盛岡市母子寡婦福祉協会）
阿部
隆（盛岡市老人クラブ連合会）
佐々木昭助（同）
晴山
宏（同）
藤村 富二（同）
水澤喜久弥（同）
福名湯親和会サロンせせらぎ
（簗川地区福祉推進協議会）
・会長褒賞
遠藤 ミネ、大日向 淳、小川
健
小野 タマ、菅 眞紀子、木村 妙子
久慈花那子、熊谷 尋吉、高橋 勝彦
中村みつ子、晴山 秀子、道又ハマ子
村上トシ子、吉谷地 稔
・中央共同募金会会長感謝状
盛岡市歳末たすけあい演芸会実行委員会
・岩手県共同募金会会長感謝状
大森 義正、菊池 文子、木村ひさ子
佐々木 純、根本 金重

歳末たすけあい運動

歳末たすけあい運動が12月1日から12月28日まで行われます。
町内会・自治会を通じて募金のお願いをしますので、今年も皆さんのご協
力をお願いいたします。

岩手県民共済生活協同組合
江戸千家岩手不白会
表千家水月会岩手支部
表千家方掬会
表千家盛岡吉祥会
株式会社北日本銀行
株式会社東北銀行
北日本銀行本店及びグループ会社役職員一同
茶道裏千家淡交会岩手支部
神理教都南教会
めだかの会
盛岡南ロータリークラブ
有限会社瀬川屋
・福祉作文 最優秀賞作品
吉田 風鈴（大慈寺小学校2年）
佐々木柊花（羽場小学校4年）
佐々木希音（永井小学校5年）
向井 桃花（土淵中学校3年）
・福祉標語 最優秀賞作品
松岡 心美（青山小学校1年）
熊谷 莉緒（羽場小学校4年）
熊林 叶望（永井小学校6年）
髙橋 雪大（岩手大学教育学部附属中学校2年）

問い合わせ／盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内
岩手県共同募金会盛岡市共同募金委員会
TEL 651-1000
〈玉山区〉盛岡市玉山区渋民字泉田360
盛岡市玉山総合福祉センター内 TEL 683-2743
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福祉施設の販売、
お楽しみ抽選会やス

お楽しみ抽選会の様子

こ焼き、
フランクフルトを販売した屋台村、

ランティア団体の普段の活動の発表の

場として開催しています。

当日は晴天の中、
マジックやダンスの

発表や日用品などのバザー、焼き鳥やた

北厨川地区福祉懇談会の様子

玉山・薮川地区福祉懇談会の様子

つなぎ地区活動センター
厨川老人福祉センター
仙北地区活動センター
簗川地区活動センター
太田地区活動センター

11月17日
（月）18：30〜20：30
11月18日
（火）18：30〜20：30
11月27日
（木）18：30〜20：30
12月 3日
（水）18：30〜20：30
12月 8日
（月）18：30〜20：30

つなぎ地区
東厨川地区
仙北地区
簗川地区
太田地区

開 催 予 定

アや福祉に興味を持ってもらうことやボ

そして︑
さいごの三つ目は︑
えがおで話すこ
とです︒
﹁またきてね︒﹂
きょうも︑
おじいちゃんはえがおで話します︒
おじいちゃんのえがおを見ると︑
おじいちゃ
んがわたしとあえてうれしかった気もちがと
どきます︒だから︑
わたしもおじいちゃんとあ
えてうれしかったよという気もちがとどくよ
うに︑
えがおで話すのです︒
﹁またくるよ︒﹂
わたしが見つけた三つのことをこれからも
つづけて︑
おじいちゃんとわたしがうれしくな
ることをふやしていきたいです︒

まつりは、盛岡市民の方々にボランティ

小学校中学年の部

したように︑
つられて笑ってしまいました︒
私が想像していた福祉関係の仕事とは違
い落ち着く空間を皆で作っている様に見えま
した︒更に︑私は友達とお年寄り方達に歌の
プレゼントをした時︑
一緒に手拍子をしてくれ
るなどとっても温かい気持ちになりました︒
これら 沢 山の貴 重 な 体 験 をして 福 祉 と
は ︑行 政 や 企 業 な どが行 う もので ︑ボラン
ティアとはその福祉でカバーできない部分を
カバーすること︑自分自身のためにする事な
のではと改めて思いました︒また︑少し分かり
やすい例えを使うとドーナッツのようなもの
ではと私は考えます︒
ドーナッツの中心の穴の部分が援助を受け
る立 場の人で︑
ドーナッツの外が福 祉を行っ
ている部分と考え︑
ドーナッツそのものがボラ
ンティアなのだと表現出来るのではと考えま
した︒
この体験をもとに︑
この社会に生きる誰も
がかけがえのない命や人格をもっており︑
その
生き方や考え方を互いに尊重し合うことが
大 切であること︑
一生 懸 命 生きていることを
実 感できるようになることが大 事なのだと
学ぶことが出来ました︒
また︑父が施 設を案 内してくれた時 ︑﹁ 住
宅型有料老人ホーム﹂︑﹁ 居宅介護支援事業
所 ﹂︑
﹁ 通 所 介 護 事 業 所 ﹂︑
﹁ 訪問介護事業
所 ﹂と四つに事業所が別れているのを知りま
した︒どの施 設も快 適な整 備が整っていて︑
お年 寄りのことをよく 考えているなと感じ
ました︒
一階と二階に行く時に使うエレベーターも
あり︑壁がとってもソフトでそこまで気を使
うのかと突っ込みたくなる程整っていました︒
快適な空間を作っていくためには︑
このよ
うな整備も大切だと思うが何よりもお年寄
りとの何 げない会 話で楽しく 居 心 地が良い
施 設を皆で作っていくことが大 事で必 要だ
なと感じました︒
私の将来の夢が福祉関係の仕事に就くこ
となのでとっても良い体験になりました︒
﹁ボランティア﹂という意味も改めて分かっ
た今︑委員会を通じて行っているゴミ０運動
という全 校 生 徒で通 学 中ゴミを拾って全ク
ラス︑全学年で一〇〇％にすると言う行事に
も嫌々拾うのでは無く︑皆が登下校する時︑
きれいで楽しく帰れるようにゴミ０運動に取
り組みたいと強く決心しました︒
やっぱり人のために何かをして喜んでもら
うことは︑素 直に嬉しいし︑そういう 仕 事に
就いている人はかっこいいなと私の父も含み
そう思います︒
自分の将来に向けても︑
もっと福祉のこと
を理解していきたいと感じました︒

を会場に開催しました。
このボランティア

わたしたちにできること

人が少なかったので︑私は座ることができま
した︒
しばらく行くと︑
と中の駅で︑
お年寄りの
夫婦が乗ってきました︒おばあさんはすぐに
座ることができましたが︑
おじいさんは︑人が
たくさんいて︑座ることができませんでした︒
その時︑
おじいさんは︑大きな荷物を持って
いました︒私は︑大丈夫かなぁと思いました︒
おじいさんは車 内がゆれるたびによろけて︑
大変そうにしていました︒
私はそれを見て︑
どきどきしてきました︒
席をゆずってあげようと思いましたが︑なか
なか勇気がでませんでした︒
でも︑私はおじいさんは︑
こまっているなぁ
と思いました︒どきどきは︑
はげしくなってき
ました︒けれども ︑もし私がこまっている時
に︑誰かに声をかけてもらえたらうれしいの
で︑私は勇気をふりしぼって言いました︒
﹁こ
の席どうぞ︒﹂
私はこの一言を言うのに︑とてもきんちょ
うしました︒どきどきはとてもはげしくなっ
てきています︒
でもおじいさんは︑﹁いいですよ︒大 丈 夫で
す︒﹂と言って︑
にっこりしました︒私は断られ
てしまいましたが︑思い切って言うことができ
て︑
ほっとしました︒
結局︑
その後の駅でおりた人がいたので︑
お
じいさんは座ることができました︒座ること
ができて︑
よかったなぁと思いました︒
私は断られて残念だったけれど︑人前で勇
気をふりしぼって言うことができたので︑
よ
かったです︒
もしこのまま言わないでいたら︑
おじいさん
は︑大 丈 夫 だったかなぁ︑大 変じゃないのか
なぁと︑
心配し続けたと思います︒
人前で勇気を出して言うのはとてもきん
ちょうしたけれど︑声をかけてみたら︑思った
ほど大変ではありませんでした︒人を助ける
ことっていいなぁ︑言ったほうも気 持ちがいい
なぁ︑
と思いました︒
﹃ 人を助けること﹄
は︑思いやりの気持ちが
ないとできないと思いました︒
だからこれからは︑家族や友達に優しくし
たり︑
こまっている人に気づいて︑進んで声を
かけたりしたいと思います︒
でも︑
きんちょうして︑
すぐに声をかけられ
ない時もあるかもしれないけれど︑その時は
電車の中で席をゆずったときのことを思い出
し︑勇気を出して声をかけたいと思います︒
もし︑思いやりの気 持ちを持っている人が
たくさんいたら︑
日本は︑優しい人でいっぱいに
なると思います︒
そして︑そういう人達が世界中に広がって
いったら︑戦 争や悪いことがなくなって︑
みん
なが平和で幸せにくらせると思います︒
私は︑
そういう世界になってほしいです︒

場を9月21日(日)にふれあいランド岩手

羽場小学校 ４年
佐々木 柊花

わたしたちは︑耳がしっかり聞こえるから
人 と 楽しくスムーズに会 話ができます ︒で
も︑世の中には︑耳が聞こえない人もいます︒
わたしはそのような人について調べました︒
わたしは一年 生のときから﹁ 手 話さんさの
会 ﹂という 会で活 動しています︒この会には
耳が不自由な人でも気軽にさんさを楽しめ
るようなひみつがあります︒それは︑
ステージ
に立って話す人は必ず手話を使っていること
です︒これなら集まっている人全員が話を理
かいできます︒
手話さんさの会には︑耳が不自由な三才か
ら十三才くらいまでの六︑七人が参加してい
ます︒その人たちは︑
さんさをおどったり︑休
けい時間には手話を使って楽しそうにおしゃ
べりしたりしています︒わたしは手 話をおぼ
えて友 達になりたいなと思っていました︒そ
の会には︑子どものほかにも耳の不自由な大
人もいます︒太こがうまくいかない時は︑近く
の人に手 話で 聞いて 教 えてもらっていまし
た︒手話で聞かれた人は︑耳が不自由でない
人でも︑
しっかり手話で答えていて相手にう
まく伝わっているようでした︒わたしもそん
なふうに助けてみたい︑そう思ったので今 回
お手伝いの方法を調べてみました︒
耳の不自由な人へのお手伝い方法は三つあ
ります︒
一つ目は︑﹁口話 ﹂です︒口話とは︑自
分から話し︑相手の口の動きを読みとること
で伝え 合 う 方 法です ︒二つ目は︑
﹁ 筆 談 ﹂で
す︒筆談は︑手のひらや紙に文字を書いて伝
え合う方法です︒
また︑病 院や銀 行などで耳の不 自 由な人

盛岡市ボランティアまつりふれあい広

盛岡市社会福祉協議会では、10年後に予想される盛岡市の状況を市民の皆様
にお伝えし、今後の地域課題について市民の皆様と一緒に考え、
「 安心・安全に生
活できる地域」
を目指すために、福祉懇談会を開催しています。福祉懇談会では、
い
ろいろな年齢層の方々の意見を地域福祉活動計画に反映させ、
よりよい盛岡市に
していくために多くの市民の皆様に参加していただきたいと考えています。
参加の申し込みにつきましては、各地区福祉推進会までお問い合わせください。
今後の地区福祉懇談会の開催予定は次のとおりです。
また、1月以降の開催に
ついては、盛岡市社会福祉協議会のホームページでお知らせいたします。

地区福祉懇談会

盛岡市ボランティアまつり
「ふれあい広場」

タンプラリーなどが行われました。
また、子どもランドでは射的やニュースポーツ、
スライム作りが

行われ、
元気に遊ぶ子ども達の声が会場に響いていました。

また、今回はもりおか復興支援ネットワークの協力で
「あの街に桜が咲けば」の上映会と小

でした」
との感想が聞こえてきました。

川光一監督のトークショーも行われました。上映会を観た方々からは
「とても素敵な良い映画

福 祉
平成2 6 年 度 盛 岡 市

標 語・福 祉 作 文 最 優 秀 作 品

福祉標語
最優秀賞作品
小学校低学年の部
青山小学校 １年 松岡 心美

かしたてが あたたかくって
わたしのきもちも ぽっかぽっか
小学校中学年の部
羽場小学校 ４年 熊谷 莉緒

髙橋 雪大

永井小学校 6年 熊林 叶望

知ることが
思いやりへの 第一歩

小学校高学年の部

中学校の部
岩手大学教育学部附属中学校 ２年

誰かじゃない
あなたが始める ボランティア

吉田
小原
池田
清水
小島
山本

大慈寺小学校 2年
2年
2年
1年
1年
2年

青山小学校
青山小学校
永井小学校
渋民小学校
渋民小学校

岩崎 唱栄

四日市あんり

佐々木柊花
小川 結生
藤村芽生花
中村しずく

羽場小学校 4年
青山小学校 4年
羽場小学校 3年
大慈寺小学校 4年
渋民小学校 4年
太田小学校 4年

風鈴
清乃
紗雪
康生
好葉
更紗

低学年
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
佳作
佳作
佳作

羽場小学校 4年
青山小学校 3年
大慈寺小学校 4年
渋民小学校 3年
青山小学校 3年
太田小学校 4年

青山小学校 1年
青山小学校 1年
大慈寺小学校 2年
羽場小学校 1年
青山小学校 2年
渋民小学校 2年

熊林
岡田
川村
藤原
熊谷
中村

熊谷 莉緒
阿部 倖乃
照井 真悠
片瀬慎之介
多田菜の葉
樋下 真弓

松岡
平賀
菊地
川村
村井
立花

叶望
華奈
紫乃
海景
綾
凛

心美
颯人
悠太
咲来
陽翔
綾乃

中学年
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
佳作
佳作
佳作

永井小学校 6年
青山小学校 5年
大慈寺小学校 6年
大慈寺小学校 5年
羽場小学校 5年
渋民小学校 6年

中学校
最優秀賞

高学年
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
佳作
佳作
佳作

■標 語

平成 年度
盛岡市福祉作文・標語コンクール 受賞者
■作 文
低学年
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
佳作
佳作
佳作
中学年
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
佳作
佳作
佳作

佐々木希音
竹場 瑞穂
川原 優理
吉田 皓哉
坂内 彩華
坂本わかな

優秀賞

岩手大学教育学部附属中学校
2年 髙橋 雪大
岩手大学教育学部附属中学校
3年 泉山 温南
玉山中学校 3年 山内 凛
岩手大学教育学部附属中学校
1年 赤坂 諒子
玉山中学校 1年 松島友莉那
岩手大学教育学部附属中学校
3年 小川 千奈

【平成26年8月5日〜平成26年10月20日受付分】
（敬称略・50音順）

永井小学校 5年
渋民小学校 6年
永井小学校 5年
大慈寺小学校 5年
青山小学校 5年
渋民小学校 5年

もりおか若者サポートステーション・
・
・2,021円

優秀賞
佳作

佳作
佳作

次の法人・事業所様から社協特別賛助会員として
ご支援いただきました。ありがとうございました。

高学年
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
佳作
佳作
佳作

・平成26年広島県大雨災害

中学校
最優秀賞 土淵中学校 3年 向井 桃花
優秀賞
土淵中学校 3年 大西 彩花
優秀賞
土淵中学校 1年 遠藤 美空
佳作
岩手大学教育学部附属中学校
3年 菊池 龍
土淵中学校 3年 泉川 歩美
土淵中学校 3年 刈谷祥太郎
佳作
佳作

（盛岡市共同募金委員会扱い）

おじいちゃん ゆっくり言うよ
聞いててね

は︑呼ばれても聞こえません︒そのようなと 中学校の部
福祉作文
きは︑手まねきをしたり︑肩をたたいたりして 福祉作文
知らせてあげなければわかりません︒電話を
最優秀賞作品
土淵中学校 ３年
かけるときも︑身近な人にたのむことになり
向井 桃花
小学校低学年の部
ます︒こうしたなか︑市 役 所などでは耳マー
おじいちゃんとわたし
クという物を作りました︒じっさいに考えたの
大慈寺小学校 ２年
は
︑
耳
が
聞
こ
え
な
い
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
す︒耳
吉田 風鈴 マークは市役所のまど口についていて︑
それを
指せば耳が不 自 由な人でもかんたんにまど
口を使うことができます︒そのようなことを
私は︑
ふと﹁ボランティア﹂という言葉に少
学び︑
わたしは町で不自由な人を見かけたら
し
疑問を抱きます︒学校のボランティア活動
少しでも手伝いたいと思いました︒
を通じてですが人のためにやるという意識が
これからもべんりな道 具がふえ︑
みんなえ 多く見られます︒私もボランティアというの
﹁またきてね︒﹂
がおになれたらいいなと思っています︒そして は︑誰かのために何かをするのがボランティア
これは︑
わたしがかえるときに︑
おじいちゃん わたしは︑それを 実 げんするにはみんなの だと思っていますし︑きっと多 くの人が同じ
がいつもえがおで話すことばです︒
きょう力と思いやりが必要だと調べて分かり 意見を持っているのではと考えます︒
わたしとおじいちゃんは︑
すこしはなれたと ました︒みなさん︑
みんな楽しくくらすため
で
は福祉とはいったい何なのでしょうか︒
ころでくらしています︒おじいちゃんは︑
おき に自 由・不 自 由かんけいなく ︑たくさんの人
私 自 身 ︑﹁ 福 祉 ﹂と﹁ボランティア﹂は少し
あがっていっしょに何かをすることはできませ と交 流をふかめていきましょう︒そしてわた 違うと感じます︒実際︑父が福祉関係に就い
ん︒体をうごかすときには︑
おばあちゃんやほ しは︑
これからも手話さんさの会の仲間とさ ており体験させて頂いた時﹁デイサービス﹂と
うもんかいごの人たちに手つだってもらいま んさをつづけていきたいです︒
﹁さっこらちょい 言う仕事を体験しました︒そこでは︑
お年寄
す ︒ベッドからすこしでも 立てると ︑おじい わやっせ︒﹂
りの方 達と一緒にミニゲームをしたり︑歌 を
ちゃんは︑
とってもうれしそうです︒
歌
っ
たりと触れ合いをするところでした︒
おじいちゃんがうれしそうにしていると︑
わ 小学校高学年の部
私は友達と一緒に訪問したので︑浅くきん
たしもうれしくなります︒だから︑
わたしも︑ ﹁思いやりの気持ち﹂
ちょうしており手 足が震えていました︒そん
永井小学校 ５年 な私達を見るに和ませようとデイサービスで
おじいちゃんがうれしくなることを三つ見つ
佐々木 希音 働いている阿 部さんが笑いを取ったりと優し
けてつづけています︒
一つ目は︑
おちゃをはこぶことです︒おじい
い気配りを見せてくれました︒
ちゃんがよういできないものを︑
わたしがかわ
そ
の
時
私
は
︑
りにはこぶのです︒
﹁
何げに私 達を気づかい︑
てきかくな指 示ま
二つ目は︑
おじいちゃんがおばあちゃんにつ
で出せるなんて︒私には出来ないな ﹂と内心
たえたいことを︑
おばあちゃんにしらせてあげ
私は︑普段︑
あまり思いやりについて意識し 思いながらお年寄りの方達を見回しました︒
ることです︒おじいちゃんが何かいいたそうな たことがありません︒でも︑思いやりについて
そこで目が合った一人のおばあさんに︑﹁き
ときには︑
そばに行き聞きます︒そして︑
おじ 考えさせられたできごとがありました︒
んちょうしているの？あたしらも若い子が遊
いちゃんがおばあちゃんにつたえられないこと
ある日 ︑家 族で旅 行に行った時のことで びに来てくれて心 臓が飛 びでちゃいそうだ
を︑
わたしがかわりにおしえてあげるのです︒ す︒私たちは電車に乗りました︒電車の中は よ﹂と冗談げに優しい微笑みを見せ私も安心

巴染工㈱
㈱杜陵印刷
㈱ホテル大観
㈲盛岡レンガ

岩手道路開発㈱
菊の司酒造㈱
小岩井農牧㈱
㈱三櫻
㈱純情米いわて

ありがとうございます

社協特別賛助会員
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ま ご こ ろ

催し案内

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8月22日〜平成26年10月20日現在（敬称略）

●一般寄付
社会福祉のために
匿名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
品川第二地区民生委員協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
高齢者福祉のために
岩手大学教育学部附属小学校 6年しらかば組 吉田悠馬・・・・・・・3,196円
●物品寄付
施設利用者のために
山中春子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本5冊

qqqqqqqqqq

qqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

多重債務弁護士無料相談
岩手県では、岩手弁護士会と協力して借金で問題を抱えている方を対象とした弁護
士による無料相談会を開催しています。
開催日時：12月10日(水)、12月24日(水)
開催会場：岩手県立県民生活センター
相談時間：1人 約40分
対応弁護士：1名(岩手弁護士会所属の弁護士)
予約申込方法：岩手県立県民生活センター TEL 624-2586
（予約状況を確認の上、お申し込みください。）

ひとり親家庭無料法律相談

■母子父子「親と子のクリスマス会」

母子父子世帯を対象としたクリスマス会を開催します。
ゲーム等楽しい企画を予定していますのでふるってご参
加ください。
（日）午後1時〜午後3時30分
日
時：12月7日
場
所：盛岡市総合福祉センター
対
象：中学生までの子どものいる母子父子世帯
参 加 費：無料
写真は昨年のクリスマス会の様子
申し込み：11月28日までに盛岡市社会福祉協議会 TEL 651-1000

■盛岡市子ども会議

子どもたちの運営により、各地区の子ども会の活動
事例発表や、子ども会活動の計画・実践についての情
報交換などが行われます。
（日）午後1時〜午後3時40分
日
時：1月18日
場
所：盛岡市総合福祉センター
対
象：各単位子ども会代表及び世話人、子ども会
関係者
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会
TEL 651-1000

写真は昨年の子ども会議の様子

■玉山区婦人チャリティーショー

時：12月7日
（日）午前10時開演
所：盛岡市渋民文化会館 姫神ホール
催：玉山区女性団体協議会
容：踊り、歌、ダンスなど
料：1人 500円
（当日券600円）
収益金は歳末た
すけあい義援金として寄付されます。
問い合わせ：渋民公民館 TEL 683-2354
日
場
主
内
入 場

弁護士による母子・父子家庭の方、寡婦の方等の相談会を行います。
あらかじめ電話でご予約ください。
日
時：平成27年1月21日
（水） 午前10時〜午後３時
場
所：岩手県福祉総合相談センター（本町通3-19-1）
費
用：無料
申し込み：(一社)岩手県母子寡婦福祉連合会 TEL 623-8539

弁護士による無料法律相談

昨年のチャリティーショーの様子

■第59回盛岡市歳末たすけあい演芸会

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26年11月26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 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か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

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：11月21日
（金）
午前10時〜午後4時
12月19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

市内の女性団体が歳末たすけあい運動の趣旨に賛同
し同運動に協力することを目的に開催します。
（金）午前11時開演
日
時：12月12日
場
所：岩手県民会館大ホール
内
容：踊り、ダンス、コーラスなど
主
催：盛岡市退職女性教職員の会、盛岡市地域女
性団体協議会、盛岡市母子寡婦福祉協会、
昨年の歳末たすけあい演芸会の様子
盛岡地区更生保護女性の会
共
催：盛岡市町内会連合会、盛岡市民生児童委員連絡協議会、盛岡市社会福祉協議会
入 場 料：無料（入場整理券は盛岡市社会福祉協議会、盛岡市社会福祉協議会玉山支
所で配布しています。歳末たすけあい運動の趣旨にご賛同いただき、１口
500円を目安とした募金協力をお願いします）

玉山区自治会への除雪機貸出
盛岡市社会福祉協議会玉山支所では、地域の高齢者世帯等の除
雪活動を行う除雪機を玉山区内の自治会へ貸し出しをします。
貸出台数：3台
（１自治会1台）
貸出期間：平成26年12月1日から平成27年３月31日まで
申し込み：盛岡市社会福祉協議会玉山支所 TEL 683-2743

福祉除雪ボランティア募集
盛岡市社会福祉協議会では、除雪に困っている高齢者世帯や障がい者世帯に対して無
償で行う
「福祉除雪」にご協力いただける個人、団体を募集しています。
除雪の範囲：
（1）
玄関先から道路出入口までの通路
（2）
敷地内の最小限の生活通路等
除雪期間：平成26年12月1日〜平成27年3月31日
※除雪は状況を判断して事務局よりその都度要請します。
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会 TEL 651-1000

運転ボランティア募集

人権、
生活に関する相談を受けます。
相 談 日：12月10日
（水）
午前10時〜午後3時
27年1月14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

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123,000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

12月〜1月

福祉もりおか

表紙
広告スペース

縦64mm×横243mm

岩手県共同募金会がプロバスケットチーム岩手ビッグブルズの協力を得て、
10月
12日、
ホームゲームが開催される会場で江南義塾高校生徒に協力いただき盛岡市
共同募金委員会が募金活動を行いました。
募金協力をいただいた方には岩手ビッグ
ブルズのマークと赤い羽根が描かれたコラボせんべいを配り、
試験的に用意した
100枚のせんべいは試合開始前には全てなくなりました。
今後も同様の企画を行う
予定ですので、
ホームゲーム会場に募金コーナーがあったときにはコラボせんべいを
見に来てください。
（I）

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、
日産セレナ、
ダイハツアトレー、
日産キャラバン
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
TEL 683-2743

ホームヘルパー募集
盛岡市社会福祉協議会では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、介護職員初任者研修修了者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）
上記①または②に所属の上、ご利用者様宅で活動します。
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

地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

