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̶赤い羽根共同募金が始まります̶

「じぶんの町を良くするしくみ」ご協力をよろしくお願いします。
今年も10月１日から共同募金運動が始まります。
この活動は都道府県ごとに行われており、
集まった募金はその県内で使いみちが決められます。
寄付した皆さんの地域
で役立てられている募金です。
岩手県では、
町内会等が行う防災福祉マップの作成や地域で行われている高齢者サロンの運営、
障がい者作業所等
の車両の整備や施設の改修といった、
地域福祉を支える様々な活動や事業に使われています。
また、
災害が起こった場合
は支援活動のためにも使われます。
この募金は、
町の人のやさしい気持ちを集める活動です。
岩手の盛岡という まち がもっと 良いまち になるように、
今年
も戸別募金、
街頭募金、
学校募金、
職場募金などのご協力をよろしくお願いします。
※助成を受けた施設・団体からのメッセージが岩手県共同募金会のwebサイト
（http://www.akaihane-iwate.or.jp/）
で公開されています。
ぜひご覧ください。
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第54回

盛岡市社会福祉大会

今年の盛岡市ボラン
ティアまつりは、11月1日に
盛岡市総合福祉センタ
ーで行います。
ボランティア団体による
体験コーナーや福祉施
設による商品販売、楽し
昨年のボランティアまつり
いステージ発表に加え、
ふれあい広場の様子
今年は岩手朝日テレビからゴエティーキャラバンが参加し
ます。
お子様からご高齢の方まで幅広く楽しめる内容が盛り
沢山です。沢山の皆様のご来場をお待ちしております。

日 時：平成27年11月1日
（日）
午前10時〜午後2時30分
場 所：市総合福祉センター（若園町2-2）

【講師プロフィール】

兵庫県生まれ。東京大学法学部卒業。平成8年に弁護
士登録し、様々な公職を歴任する。
その他日本テレビ系列
「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」の実現に向けて、多く
「行列のできる法律相談所」で活躍。現在は経済産業省な
の市民が地域福祉活動への理解を深め、参画する機会とともに、これまで社会福祉の発展
ど審議会委員やテレビ出演、NPO長寿安心会の代表とし
に功績のあった個人・団体を表彰し、感謝の意を表することを目的に、今年度はマリオス
て様々な面で活躍中。
盛岡市民文化ホールで開催します。
日
時：平成27年11月4日
（水）●開会 午後1時（式典）●記念講演 午後2時40分〜
会
場：マリオス（盛岡市民文化ホール・大ホール）
内
容：社会福祉功労者表彰、福祉作文・標語最優秀賞表彰及び朗読、記念講演
入 場 料：無料 （入場整理券が必要です）
記念講演：演題 「長寿社会を生きる ３つのきん力の大切さ」〜 筋力･金力･近力 〜
講師 住田 裕子 氏（弁護士、NPO長寿安心会代表理事）

入場整理券（無料）が必要です。満席の際には入場をお断りする場合がございます。

入場整理券は9月16日
（水）
から次の窓口で配布します。
盛岡市役所1F、都南総合支所、玉山総合事務所、盛岡市総合福祉セ
ンター、市内各老人福祉センター、
ふれあいランド岩手、岩手県民会館、
川徳デパート、
プラザおでって、
マリオス3F受付

問い合わせ

盛岡市社会福祉協議会

TEL 651-1000
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地 区 福 祉 懇 談 会 が 市 内 全 地 区 終 了しまし た
昨年度から市内32の地区福祉推進会単位で開催しておりました地区福祉懇談会が８月をもって全地区終了しました。
ご協力いただいた地域の皆様および地区福祉推
進会の皆様、
ありがとうございました。
今回の地区福祉懇談会は、
それぞれの地域の課題をもとに、
１０年後の地域を安心して暮らせる地域にするための意見やアイディアを参加した皆さんに考えていただきま
した。
地区福祉懇談会の結果につきましては、
各地区福祉推進会へ報告させていただきます。
また、
懇談会で皆様方からいただいた意見やアイディアは、
盛岡市社会福祉協議会が今年度策定する地域福祉活動計画に反
映させていただきます。
今回は、
下記３地区の様子をご紹介します。
10年後の地域福祉に向けて地域から出された意見

開催地区
加賀野地区
2月19日

・あいさつを積極的に行い、隣近所とのつながりを持てる町にしたい
→協調性をもった人間教育を地域で行う
・若い世代の地域参入を (若い世代に
「青年部」
をやってもらう)
→地域と若い世代の交流

加賀野地区

山岸地区
6月15日

・高齢者の知恵を若い人に教える会を開く→老人クラブ会員に講師を依頼
→世代間の交流事業へ (料理のやり方や家庭菜園の栽培上達方法など教える)
・健康を一番に考えたサロンの開催、歩いてすぐ行けるサロン(空き家の活用)、
また、現在行っているサロンも継続 →みんなが集まることの出来る場所作り

桜城地区
8月5日

・地域とボランティアや学生を繋ぐパイプ役の人材の育成
→若い人たちに地域へ参入してもらう
・空き家を活用し、高齢者の共同生活の場にする
→集まる場所作り
・学校のコンピュータ室を開放し、町内の方々も利用できるように
→町内での仲間･居場所作り

加賀野・城南地区福祉推進会

小学生と地域の人たちが交流
7月10日、城南小学校4年生の総合
学習の一環として、加賀野地区活動
センターと山王老人福祉センターの2
カ所で交流会が行われました。
この交
流会は、昨年城南小学校から地域の
方と交流をしたいとの相談を受けて始
まったもので、
今年で2回目となります。
当日は、児童たちが企画を立てた
折り紙や輪投げ、
グループによっては
子どもたちから遊び方や体操を教わっ
たり、真剣な表情での将棋の対戦を
するなど交流を深めました。
最後には地域の方々と一緒にさん
さ踊りを踊って、笑顔いっぱいの楽し
いひと時を過ごしました。参加した方
からは、孫と同年代の子どもたちとこう
して触れ合うことができて良かった、
な
どの感想があり、城南小学校の児童
たちからは皆さんがとても楽しんでくれ
ていたので良かった、
という感謝のこと
ばが述べられました。

輪投げ

みんなでさんさ踊り

桜城地区

S

サロン
訪問

㈱岩手朝日テレビ
学校法人岩手医科大学
㈲岩手架設工業
㈱岩手金属工業会館
㈱岩手銀行
（一社）
生命保険協会 岩手県協会
岩手県厚生農業協同組合連合会
岩手県酒造協同組合
岩手県森林組合連合会
（一社）
岩手県治山林道協会
岩手県農業共済組合盛岡地域センター
岩手県農業協同組合中央会
㈱岩手県農協情報電算センター
岩手県農業信用基金協会
(公社)岩手県農畜産物価格安定基金協会
岩手県北自動車㈱
(一財)岩手県民共済会
（公財）
岩手県予防医学協会
㈱岩手互助センター
岩手自動車塗装㈱

お じ ゃ まし ま す

米内地区子育てサロン「風の子」

米内地区では、
平成14年に民
生委員の一斉改選で主任児童
委員が1名から2名になったこと
や、
幼児クラブを冬期間も開催し
てほしいという母親たちからの要
望により、米内地区民児協と上
米内児童センターの共催で平成
15年に「風の子」が立ち上がりま
した。
「風の子」は、子どもが自由に
遊び、
安全に過ごす場とし、
子育
てをする保護者が、安全な地域
環境で、安心して子育てができ
開催時間：毎週金曜日
る
よう活動しています。
（お盆、年末年始は休み）
出産の為、里帰りしている妊
午前10時〜12時
場
所：上米内児童センター
婦さんや米内地区以外の地域
対 象 者：0歳から就学前の子供と保護者
からも口コミでの参加もあります。
内
容：自由遊びと子育て親子同士との交流、 参加された方は「おっとりした雰
手作りおやつ（食育）
囲気で家庭的であり安心感が
健康相談・栄養相談（年4回）など
ある」
と話していました。
会
費：無料

折り紙

アーク㈱
㈱アイヴィック
相光電気㈱
㈱アイシーエス
㈱愛真館
㈱IBC岩手放送
㈱アイ不動産
青葉化成㈱盛岡営業所
社団医療法人 赤坂病院
㈱赤澤紙業
税理士法人秋山会計事務所
アクア工業㈱
㈱あさ開
（資）
東家
ＡＬＳＯＫ岩手㈱
㈱イクスル
㈱石田商会
㈱石名坂
いすゞ自動車東北㈱盛岡支店
㈱岩鋳鋳造所

山岸地区

ありがとうございます
岩手自動車販売㈱
岩手建物管理㈱
岩手中央酪農業協同組合
岩手道路開発㈱
㈱岩手土木コンサルタント
岩手トヨタ自動車㈱
岩手トヨペット㈱
㈱岩手日報社
㈲岩手日報都南センター
㈱岩手フジカラー
㈱岩手めんこいテレビ
岩手ヤクルト販売㈱
㈱岩手リオン補聴器センター
社団医療法人 久仁会 内丸病院
うな竹本店
梅津医院
㈱エステーモータースクール
エビー㈱
㈱エフエム岩手
㈱大坂工務店

岡田電気㈱
小田中歯科医院
（資）
小原商店
㈱小山田工業所
河北印刷㈱
川口印刷工業㈱
㈱川徳
協積産業㈱
㈱北東北第一興商
北日本レストラン㈱
㈱木津屋本店
㈱技電工業
介護療養型老人保健施設 圭友
小岩井農牧㈱
㈲公楽
㈱興和電設
医療法人あすなろ会 小林小児科ｸﾘﾆｯｸ
㈱坂本屋
㈱佐々木電機本店
医療法人社団 恵仁会 三愛病院

㈱三櫻
㈱三伸鋼機
サンリード東北㈱
三陸土建㈱
昭和石材㈱
昭和パックス㈱盛岡工場
四季亭
J．
ウォーター㈱
㈱寿広
㈱純情米いわて
㈱ジョイス
松栄砂利㈱
㈲紫波印刷
㈲セーコー印刷
清水寺
全国共済農業協同組合連合会岩手県本部
㈱ＴＥＣ 総合教育センター学院
㈲曽我工務店
㈱ダイトク
大泉院

2015年 9月15日

買って、使って支えよう

ボランティア募集

もりおか福祉ブランド

認定ＮＰＯ法人
もりおか配食サービス
配達ボランティア

「もりおか福祉ブランド」
は、盛岡市内・近郊にある障がい者福祉施設でつくられている商品の
総称です。市民の皆さんに購入していただくことが施設利用者の支援になります。

気持ちいい雑貨 いろいろ

しらたき工房

しらたき工房では 気持ちいい雑貨 というキャッチフレーズで暮らしの中で使わ
れるさまざまな商品をつくっています。
木工班がつくるのは、
ヒバの無垢材のまな板。角形だけでなく半月やパレット、
リ
ンゴ、
鈴の形のものなど。塗りのトレイや赤ちゃんが口にしても安全な玩具もつくりま
す。手芸班は、布素材のものは糸から生地を織り上げ、裁断してコースターや袋
物に。革製品の担当は、
小銭入れ、
名刺入れ、
印鑑入れ、
キーホルダー、
ペンシル
キャップなど。
それぞれに色、
デザインを多彩にほどこし、
たくさんのバリエーション
を生んでいます。園芸班は野菜、花（特に盆花は大きな収入源）、受託班は印刷
物やお菓子のパッケージ、
フルーツキャップなどなど、80名余の利用者がそれぞ
木工班の作業場
れ適正に合った部分でものづくりに取り組んでいます。
障がい者施設の商品だからという緩い考えではなく、一定の完成度を保った
しらたき工房の商品は次のところで販売し
商品をつくることが目標。
そのため支援にあたる職員の皆さんも市場調査、商品
ています。
開発、
製作技術の修得と工夫に余念がありません。
盛岡手づくり村（盛岡市繋）
、
愛真館（同）
、
所長の井上明彦さんは「利用者の皆さんにとって働いて工賃を得ることは大き らら・いわて
（同菜園）
、
盛岡グランドホテル
（同
な生き甲斐ですし、
売り場に立ってお客様と接することで社会に役立っているとい 愛宕下）、盛岡歴史文化館（同内丸）、喫茶
うプライドも生まれます。私たちスタッフはそういうところを大事にしたいと思ってい さわらび（同若園町）、小岩井農場まきば園
ます」
と話していました。
（雫石町）
、
どんぐりコロコロ
（同）
、
雫石あねっ
こ
（同）
、
ゆこたんの森（同）
、
八幡平ハイツ
（八
幡平市）
、
平泉農家茶屋（平泉町）

しらたきブランドの一部

第41回 盛岡市老人スポーツ祭典
7月8日、県営運動公園陸上競技場で
市老人スポーツ祭典が行われました。
参加した選手は約900人。応援団を
含めると約1200人の参加となりました。
市内12地区に分かれての対抗戦となっ
ている本祭典は今年で41回目となり、本
仙チームが4年連続の優勝を飾り、
2位に
は太田チーム、
3位には青山チームという
結果になりました。

社会福祉法人 盛岡市社会福祉事業団
盛岡市立しらたき工房
盛岡市川目15-1-6
TEL 652-1120

福祉もりおか No.177

●高齢者の方々へのお弁当配達です。
●車の運転ができる方なら誰にでもでき
ます。
●週に１回、
月に１回でもＯＫ
●ガソリン代はお支払いします。
●配達は、月曜日〜金曜日の昼と夕方です。
お問い合わせは
認定ＮＰＯ法人もりおか配食サービス
TEL 648-8810 FAX 648-8811
E-mail
moriokahaisyoku@fork.ocn.ne.jp
「もりおか福祉ブランド」商品についての
お問い合わせ、
購入希望の方は
下記にご連絡ください。
盛岡市役所 障がい福祉課
TEL 651-4111

高校生ボランティアスクール
8月5日から7日までの3日間で高校生ボランティアスクールを開催しました。
ボランティア
に関する講座やキャップハンディ体験、
コースに分かれての防災学習や福祉施設での
ボランティア体験を行いました。参加した生徒たちからは、
「相手を思いやることの大切
さがわかった」、
「将来のために活かしていきたい」などの感想があり、普段体験するこ
とができない内容に満足した様子でした。

玉山区学童交流会
8月5日、
玉山区内の5児童館・2学童クラブ間の交流を図ることを目的に、
玉
山区学童交流会が、
好摩体育館で行われました。
参加者210名はグループに分かれ、
リーダーをまねっこ動作している仲間か
ら捜す『まねっこゲーム』、
すき焼きの材料5品を揃える
『すき焼きじゃんけん』、
体を使ったグーチョキパーで対戦する
『体でじゃんけん』等をして遊ぶと、
緊張
もすぐにほぐれ、
暑さを吹き飛ばす元気な声が会場に響きわたっていました。

第44回 盛岡市子ども会スポーツ大会

7月26日、市アイスアリーナで盛岡
市子ども会スポーツ大会が行われま
した。今年度は13チームが参加し、
真紅の優勝旗を巡って熱戦を繰り
広げました。優 勝は「 高 松 子ども
会」、準優勝は「高松2丁目北区子
8月22日、
ふれあいランド岩手、
ビッグハウススーパーレーン、市立総合プールの3カ
ども会」
と上田小学校区の子ども会
所を会場に、
市障がい者スポーツ大会が行われ、
約380人の選手とボランティア団体
が上位を占めました。
また、
3位は「緑
や市内の高校生のボランティア約120名が参加しました。
が丘ヒルズ」
（緑が丘小）、
「 見石子
当日の天気は雨という残念なコンディションでしたが、応援に駆けつけた方やボラ
ども会」
（中野小）
、大会会長賞は「渋民チーム」
（渋民小）
、特別賞は「本宮
ンティアからは力強い声援が聞こえ、
選手たちも日頃の練習の成果を十二分に発揮
三丁目子ども会」
（本宮小）
でした。
していました。

第15回 盛岡市障がい者スポーツ大会

次の法人・事業所様から社協特別賛助会員としてご支援をいただきました。【平成27年8月12日現在】（敬称略・50音順）
㈱第一環境保全
第一商事㈱レディーズ・アイ事業部
㈱高光建設
（資）
中央自動車学校
㈲直利庵
㈲漬物みゆき
㈱テレビ岩手
天晶堂都南店
樋下建設㈱
㈱東北イワヤ
㈱東北銀行
東北電話㈱
㈱東北油化
東北労働金庫岩手県本部
東洋電業㈱
医療法人 遠山病院
徳清倉庫㈱
医療法人巖心会 栃内病院
都南金融団(東北銀行都南支店内)
㈱都南建設

医療法人財団 仁医会 都南病院
㈱土木技研
巴染工㈱
㈱トヨタレンタリース岩手
㈱トライス
杜陵高速印刷㈱
中亀建設㈱
㈱日興産業
日産チェリー岩手販売㈱
日産プリンス岩手販売㈱
㈱日本デスコ
日本ﾚｼﾞｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ ㈱マッハランド
ネッツトヨタ岩手㈱
㈱蜂屋
㈲パールドライ
東野建設工業㈱
㈱ヒノヤタクシー
㈱ヒヤマフォトスタヂオ
ビューテーサービス㈱
㈱平金商店

㈱広田薬品
福田機械㈱
㈲福田パン
富士水工業㈱
㈲藤原アイスクリーム工場
㈱富士屋印刷所
㈱双葉設備アンドサービス
㈲フヂクラドライブクラブ
物産石油瓦斯岩手販売㈱佐藤営業所
ブリヂストンタイヤ岩手販売㈱
㈱ふるさと交通
フルテック㈱
㈱北星
㈱北杜地質センター
㈱ホテルロイヤル盛岡
㈱丸一魚類
丸モ盛岡中央青果㈱
みちのくｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱盛岡営業部
㈱道又時計店
㈱三ツ星商会

学校法人盛岡学園 みなみ幼稚園
㈱宮田燃料
社会医療法人智徳会 未来の風せいわ病院
㈱メガネの水晶堂
モトモチ商事㈱
盛岡カイハツ生コンクリート㈱
盛岡ガス㈱
盛岡ガス燃料㈱
社会医療法人みやま会 盛岡観山荘病院
（一社）
盛岡市医師会
（一社）
盛岡市歯科医師会
㈲盛岡自動車学校
㈲盛岡消防設備点検センター
盛岡信用金庫
㈱盛岡清掃センター
㈲盛岡タイムス社
盛岡ターミナルビル㈱
盛岡地区タクシー業協同組合
社団医療法人 盛岡繋温泉病院
盛岡糖粉㈱

盛岡ニッタン㈱
㈲盛都冷機
㈱盛岡窓枠
㈱ヤシマ部品
㈱山與
横河電子機器㈱
㈱ヨコハマタイヤジャパン
吉久産業㈱
㈱吉田印刷
㈱吉田測量設計
渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科
㈱渡辺設計事務所

ま ご こ ろ

催し案内

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27年4月21日〜平成27年8月5日現在（敬称略）

●一般寄付
社会福祉のために
絆の会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
吉田悠馬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,462円
沼田信男 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107,000円
総合福祉センター補修準備積立金として
ダンスサークル ル・シェール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
●物品寄付
在宅福祉事業のために
中外製薬株式会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 福祉車輛（軽）1台
高齢者福祉のために
フジモトHD株式会社・・・・・・・・・・・・・ 車イス2台、
うなずきかぼちゃん2体
曹洞宗第一教区寺族会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・タオルケット、シーツ等227点
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ひとり親家庭等特別(法律)相談
日
時：平成27年10月7日
（水） 午前10時〜午後3時(要予約)
会
場：岩手県福祉総合相談センター 相談室
対
象：ひとり親家庭、寡婦等
相 談 料：無料
内
容：離婚や養育費など日常生活において困っていること、悩みなど弁護士に
よる相談を行います。
申込先・問い合わせ：(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
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下記のとおり
行います。
日
時：平成27年9月25日
（金） 午前10時〜午後3時
平成27年11月25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ヶ月前から予約を開始します。
相談時間：1人30分以内（午前4名・午後4名）
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 TEL ６５１-１０００＞

《高齢者無料職業紹介所》
（予約不要）
求

職：働く能力を持ち、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
求人内容：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
（国民の祝日及び国民の休日、並びに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
（国民の祝日及び国民の休日、並びに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
（国民の祝日及び国民の休日、並びに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：平成27年10月16日
（金） 午前10時〜午後4時
平成27年11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：平成27年10月14日
（水） 午前10時〜午後3時
平成27年11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

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、
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
地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

9月〜11月

■ヘルパーさん、集まれー!!「ヘルパーサロン」開催

盛岡市社会福祉協議会では、ホームヘルパー向けのサロンを開催します。わからない
ことを聞いてみたり、やってみたり、おしゃべりしたり…。気軽に参加しませんか?
日
時：第２回
9月19日
（土） 午後2時〜5時
第３回 11月12日
（木） 午後6時〜8時45分
場
所：盛岡市総合福祉センター
対
象：ヘルパーの資格取得者で未経験の方
ヘルパー業務に従事している方
ヘルパーの仕事に興味のある方
申し込み：盛岡市社会福祉協議会
（若園町2-2）
TEL 651-1000 FAX 622-4999

■第52回盛岡市老人作品展
期

日：10月20日
（火）
〜22日
（木）
午前10時〜午後5時
場
所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
主
催：盛岡市老人クラブ連合会・盛岡市・
盛岡市社会福祉協議会
内
容：写真・絵画、書道、手芸、工芸等
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会
地域福祉課 TEL 651-1000

■市民福祉茶会割引券配付のお知らせ

第1回ヘルパーサロンの様子

昨年度の老人作品展の様子

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：11月1日
（日） 午後1時から
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。

■金婚慶祝会のご案内

盛岡市と盛岡市老人クラブ連合会では、結婚50年を迎えたご夫婦を対象とした
「金婚慶祝会」の参加者を募集しています。
対
象：原則として、昭和40年１月１日から12月31日までの間に結婚したご夫婦
日
時：平成27年11月５日
（木） 午前10時から午後1時まで
開催場所：盛岡グランドホテル
参 加 費：ご夫婦で6,000円（集合写真代含む）
申 込 先：各地区老人クラブ会長または、〒020-8530 市役所長寿社会課内
金婚慶祝会実行委員会へ（詳細は広報もりおか９月1日号をご覧ください）
申込期限：9月25日
（金）必着
問い合わせ：市役所長寿社会課 TEL 603-8003

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：11月17日
（火）
〜18日
（水）1泊2日
場
所：つなぎ温泉（盛岡市繋）
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：在宅介護における介護技術向上を目的とした講話、参加者交流会など
申し込み：盛岡市社会福祉協議会 TEL 651-1000
受付開始は、10月6日
（火） 午前10時からとなります。

在宅用福祉用具の貸出
盛岡市社会福祉協議会では、在宅の方に各種福祉用具を無料で貸し出しています。
利用できる方：市内在宅で、福祉用具を必要とする方。
（ケガなどによる一時利用可）
※介護保険制度でのレンタルが利用できる介護度の方は除きます。
貸出用具：車いす、介護用ベッド及びマット、
エアマット
貸出期間：車いすは１ヶ月以内、
その他は必要な期間。
（いずれも更新手続き有り）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会 在宅福祉課 TEL 651-1000

ホームヘルパー募集
盛岡市社会福祉協議会では、
ホームヘルパーを募集しています。
（未経験者歓迎します。勤務時間などについては要相談）
必要資格：ホームヘルパー２級以上、介護職員初任者研修終了者又は介護福祉士資格など
雇用形態：非常勤 （時給：平日1,200円〜、
日・祝日1,500円〜）
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又は②に所属の上、
ご利用者様宅での活動となります。
問い合わせ：①盛岡駅西口ヘルパーステーション TEL 653-3013
②月が丘ヘルパーステーション
TEL 645-5125

4月から新年度が始まり、
それぞれ新しい環境での生活をスタートさせてから、
もうすぐ半年が
過ぎようとしています。連日30度を超える暑さが続いた夏も終わりに近づき、
朝晩はだいぶ涼し
くなってきました。夏が終わりに近づくと、
なんだか少し寂しいような気持ちになります。
私自身も今年度から新職員として働いておりますが、
社会人１年目の夏の最大の思い出は、
人生初のさんさ踊りに出場したことです。職場の皆さんと日々の業務以外のものを共有し、
盛り
上がることが出来て、
とても楽しかったです。秋が深まり、
どんどん寒くなっていく時期ですが、
暑
い夏の思い出を振り返りながら、
体調を崩さないように気を付けて過ごしましょう。
（い）

