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第54回盛岡市社会福祉大会

Q

平成27年11月4日、大勢の市民の皆様にご出席いただき、第54回盛岡市社会福祉大会が盛岡市民文化ホールで
開催され、
「みんながつながりをもって小さな気遣いや思いやりの心を持ち、支え合いのできる地域づくりを進める」な
ど、5項目が大会宣言として採択されました。
本大会では、長年にわたり社会福祉の発展に功績のあった関係者72名、27団体に盛岡
市長感謝状、盛岡市社会福祉協議会会長表彰等が贈られました。
また、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7名の
表彰と本人による朗読発表が行われました。
記念講演では、弁護士でありNPO法人長寿安心会の代表としてもご活躍されている住
田裕子さんを講師に迎え、
「長寿社会を生きる3つのきん力の大切さ 〜筋力・金力・近力〜」
と題した講演が行われました。
講師の住田裕子さん

第54回盛岡市社会福祉大会表彰者
鈴木
博 （同）
・市長感謝状
武田八穗子 （松園地区民協） 石田 陽香 （善友隣保館）
一ノ倉ヒデ子（東厨川地区民協） 佐々木貴保 （同）
藤澤 よう （城南地区民協） 古里 律子 （同）
沼田 和子 （杜陵地区民協） 砂子田礼子 （玉山秀峰会）
及川 輝子 （藤実会）
・会長表彰
東
司
（緑が丘地区民協）木村 幸子 （同）
佐々木 仁 （同）
岩舘奈嘉子 （育心会）
佐々木祐子 （同）
菊池 和江 （同）
中野 宏美 （同）
藤倉 仁美 （同）
藤澤由美子 （同）
久保 崇人 （岩手愛児会）
藤原タマヨ （同）
髙橋 伸広 （同）
千葉 則子 （盛岡市社会福祉協議会）
藤村美知子 （同）
本宮富美子 （盛岡市社会福祉事業団）
山村 光則 （同）
佐藤 睦美 （岩手県社会福祉事業団）山内佳志子 （同）
今野 竜一 （盛岡市民福祉バンク）
山﨑奈生子 （同）
高橋亜也子 （岩手県同胞援護会）川瀬 武司 （青山地区活動推進会）
矢羽々惠子 （岩手しいの木会）小西 政志 （土淵地域活動推進協議会）
佐藤せい子 （盛岡市保健推進員協議会・米内地区）
矢羽々京子 （同）
十河 節子 （盛岡市保健推進員協議会・城南地区）
井上 純司 （同）
湊 仁
（盛岡市社会福祉協議会）
大矢美枝子 （同）
土淵地域活動推進協議会（同）
田面山佳代子（同）
ボランティアグループ「声の広報もりおか」
川原 崇生 （小原慶福会）
（岩手県視覚障害者福祉協会）
北田由美子 （同）
石倉自治公民館
工藤 恵三 （同）

盛岡市

歳末たすけあい運動

歳末たすけあい運動が「つながり ささえあう みんなの地域づくり」を
スローガンにし、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。

沢目町内会
三本柳東自治会
中太田自治会
・会長褒賞
浅沼 君子、阿部 キエ、伊藤るみ子
佐々木 詩、下平 了子、高橋 葉子
寺澤佐知子、沼田キノイ、藤根
實
松岡 英子、松岡トシ子、宮野 睦子
村野 滿喜子
・中央共同募金会会長感謝状
表千家水月会岩手支部
株式会社岩手銀行
株式会社北日本銀行
・岩手県共同募金会会長感謝状
遠藤 五郎、大塚耕太郎、大﨑 和子
小野寺けい子、木村ひさ子、穀田 有一
志村 正博、下山 恵、清水寺髙田三雄
根本 金重、畠山 節子、平井 たか
平井 保男、元持 義信、吉田 郁彦
一般社団法人茶道裏千家淡交会岩手支部
茶道江戸千家岩手不白会
株式会社伊藤園盛岡支店
湖山荘従業員一同
サントリービバレッジサービス株式会社
東北営業本部盛岡支店

社会福祉法人育心会 松園ハイツ・第二松園ハイツ
神理教都南教会
全国農業協同組合連合会岩手県本部
天理教岩手教務支庁
南部相撲甚句会
東日本高速道路株式会社東北支社
盛岡管理事務所
盛岡南ロータリークラブ
有限会社ワイアンドケイ
表千家方掬会
表千家盛岡吉祥会
株式会社東北銀行
煎茶道三彩流岩手支部彩茗会
盛岡市歳末たすけあい演芸会実行委員会
・福祉作文・福祉標語最優秀賞
右京琉之介 （城内小学校2年）
帷子菜々香 （北厨川小学校4年）
野田口ひな子（北厨川小学校5年）
今野 朝陽 （北厨川小学校2年）
三浦 遥花 （北厨川小学校4年）
北舘 輝琉 （北厨川小学校5年）
髙橋 めい （大宮中学校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

（敬称略）

ると花や木がめ 気が分かって︑入院して四十日目で亡くなっ
だって き れいに たそうです︒なので︑顔も知りません︒仏だん
見えます︒
の写 真 を 見て ︑優しそうだなぁと 思いまし
おばあちゃん た︒お母さんから聞いた話では︑短気でがんこ
の好きなことは な性格だったそうです︒
話すこととおふ
もう一人のおじいちゃんは︑震災の津波で亡
ろに入ることと くなりました︒まだ私が幼稚園に行っていた
読 書です︒私は ころだったけど︑地 震が来て家に帰り︑電 気
おばあちゃんと が復 旧して︑
テレビで津 波が来ると言ってい
今日あった出き たので﹁おじいちゃんが住んでいるところにも
事やテレビで見 海がある︒﹂と思いました︒お父さんがだれか
たことを話しま に電話で︑﹁おやじが・
・
・﹂と言っていたけど︑
な
す ︒おばあ ちゃ んのことかぜんぜん分かりませんでした︒お母
んはいつもニコニ さんに聞いてみたけど︑教えてくれませんで
コして
﹁どうだっ した︒聞いたときには︑ものすごくショックで
た ︒﹂や﹁ 楽 し した︒知っている人が亡くなるという体験は︑
かったか︒﹂と聞 はじめてだったのでものすごく悲しい気もち
いて く れま す ︒ でした︒それから ︑なんとか助かったおばあ
おばあちゃんに ちゃんがいる病 院へ行きました︒津 波にまき
聞いてもらうと こまれたときのことを話していましたが︑私
おばあちゃんの小さいころのけいけんや学ん はなんでか︑聞きたくありませんでした︒話が
だことを話してくれるので昔のことやくら 終わって︑
おばあちゃんの方を向いたら︑﹁ 卒
しを知ることができるので私も勉 強になり 園式に行けなくて︑
ごめんね︒﹂と言われたの
ます︒
で︑
もっと悲しくなりました︒おじいちゃんも︑
私がおばあちゃんのためにやっていることが 卒園式と入学式に来るのを︑
とっても楽しみ
あります︒それは︑
おもしろかった本をおばあ にしていたので ︑きっとくやしかっただろう
ちゃんにかしてあげたり︑
おふろをわかしてあ なぁと思います︒おじいちゃんとは︑車で公園
げることです︒おばあちゃんはおふろにゆっく に連れていってもらったり︑
だるまさんが転ん
り入りたいのではやい時間におふろをわかし だをして遊びました︒おもちゃや︑本もたく
てあげます︒
さん買ってもらいました︒その時︑
もう本当に
﹁おふろわかしたよ︒﹂と言うと︑﹁ ありがと いなくなったと分かったから︑すごく 悲しく
う︒﹂と言ってきもちよさそうに入ってくれる なってしまったんだと思います︒
のでまたわかしたくなります︒
今年の春︑
おじいちゃんのきょうだいが︑急
おばあちゃんが楽しく︑元気で長生きでき に病 院にはこばれたと聞いたので︑ものすご
るように︑
これからもおばあちゃんがよろこん くいやな 予かんがしていました︒でも ︑亡 く
でくれることをみつけてどんどんやってあげ なっていないと聞いたときは︑安心しました︒
たいです︒
その人は︑
おじいちゃんが亡くなった後も︑私
﹁おばあちゃん百さいまで長生きしてね︒﹂
たちを孫のようにかわいがってくれます︒とっ
ても優しい人です︒だから︑私のいとこにも︑
小学校高学年の部
私のように悲しい思いをしてほしくないと思
私のおじいちゃん
いました︒
盛岡市立北厨川小学校 ５年
私の二人のおじいちゃんは︑亡 くなってし
野田口 ひな子 まって︑
私が大きくなっている姿を見ること
ができません︒でも ︑
お母さんがよく 言いま
す︒
﹁天国から見ているんだよ︒﹂と言います︒
だから私は︑仏だんをおがむ時には︑﹁いつも
見守ってくれてありがとう︒﹂と心の中で言っ
ています︒
二人のおばあちゃんは︑
おじいちゃんが亡く
なって︑
一人で元気にくらしています︒二人と
もおじいちゃんの分まで︑長 生きしてほしい
と思います︒
二人を大事にしたいです︒
福祉大会での発表風景

私のおじいちゃんは︑
二人います︒どちらも
もう亡くなっています︒
一人のおじいちゃんは︑私が生まれるずっと
前に亡くなったそうです︒お母さんが二十一さ
いの時に︑肝ぞうがんで亡 くなりました︒病

行方不明者を捜索する地域住民

保護後、階段で手をかしている様子

9月17日、
米内地区の全町内会で、
認知症高齢者の
徘徊による行方不明者が出たことを想定した模擬訓
練が行われました。
この訓練は、米内地区の地域ネット
ワーク会議の中で以前から課題として挙がっていた認
知症の方への見守り問題に関して、地域住民への意
識啓発を図るために開催されました。浅岸和敬荘地域
包括支援センターの協力のもと、徘徊している認知症
の方の情報を自主防災組織の連絡網で情報共有し、
捜索・発見・保護までを地域住民が主体となって行いま
した。
上米内地区活動推進協議会の浦波会長は、
「この
訓練で地域住民の問題意識も高まったと思う。今後も
ぜひ継続して行っていきたい。」
と述べ、
米内地区民生
委員協議会の米田会長は「認知症の人をいかに安全
に見守るかは盛岡市全域の課題。米内から発信でき
れば。」
と決意を述べていました。
また訓練後には報告会が行われ、各町内から反省
点などが挙がり、
浅岸和敬荘地域包括支援センターの
職員からは認知症への理解を深めるミニ講座が開か
れ、地域の方々は真剣な表情で職員の話に耳を傾け
ていました。

平成２２年度に地域で幼児の
見守りの必要性を感じ、子育て
に奮闘するお母さんの悩み等
の支援を行うことを目的に、河南
地区の民生委員がサロンを立
ち上げました。
現在は、
８組の親子が参加し
ており、子どもを自由に遊ばせる
だけでなく、素材を重視した安
心・安全なおやつを食べ、歓談
することで親 子の交 流につな
写真は子育てサロンの様子
げ、地域と密着できるような工夫
がされているサロンです。
開催時間：年5回
地域の中で開催するサロン
午前10時〜11時半
は、悩みを持つお母さん方の交
場
所：大慈寺児童センター
対 象 者：0歳から就学前の子供と保護者
流の場になることや地域を知る
内
容：親子でリズム体操、絵本の読み聞
大きな役割となっています。
かせ など
世話人の主任児童委員や民
会
費：無料
生委員は、
「何より親子が楽しめ
※お車でお越しの際は、駐車場スペースが限られて
るように手助けする事が大事で
おりますのでお近くの駐車場をご利用ください。
す」
と話していました。

福 祉
す︒ぼくは︑
一人でベットによこになれないひい
おばあちゃんのために︑おばあちゃんといっ
しょにもちあげてあげます︒それから︑
ごはん
をたべるときも︑
おかずを口にはこんであげ
たり︑手つだったりします︒ひいおばあちゃん
には︑
一人で歩けるようになってほしいし︑
がん
ばって長生きしてほしいなと思います︒
ひいおばあちゃんのおせわをがんばっている
おばあちゃんは︑
やさいづくりの名人です︒小
学校のはたけにもきてくれて︑うねのつくり
かたや︑
やさいのうえかたを︑
やさしくおしえ
てくれました︒ぼくは︑
ときどきおばあちゃん
ちのはたけに行って︑
やさいをわけてもらいま
す︒トマトになすにピーマンなど︑
おばあちゃ
んのつくるやさいはどれも︑
あまくておいしい
です︒
おじいちゃんは︑木をつかっていろいろなも
のをつくってくれます︒このあいだも︑
ぼくの
ブロックを入れるための本だなをつくってく
れました︒
﹁ 琉之介︑
べんきょうをがんばっているな ︒﹂
と︑
よくはげましてくれます︒
ぼくが︑
二年 生ではじめてひめかみ山にの
ぼることができたときも︑
﹁よくがんばったな︒えらかったな︒﹂
とほめてくれました︒
ぼくは︑
おじいちゃん︑
おばあちゃん︑
ひいお
ばあちゃんが大すきです︒ぼくも少しでも三
人のやくにたてるように︑
お手つだいをがん
ばりたいです︒

小学校中学年の部

元気な私のおばあちゃん
盛岡市立北厨川小学校 ４年
帷子 菜々香

私のおばあちゃんは八十三さいです︒盛岡
の病院にかようために︑私の家にとまりに来
ています︒おばあちゃんのすごいところは病
気やけがをしないように体に気をつけている
ことと︑
こしがいたいのによくはたらくところ
です︒
病気やけがをしないように気をつけている
ことは︑
あせが出ないくらいに服をちょうせい
したり︑歩くときにころばないようになるべ
くしずかに歩くことです︒そのおかげで私が
かぜをひいてもうつらないし︑
ころんだことが
ないのでじょうぶだなと思います︒

河南地区 子育てサロン

米内地区認知症徘徊訓練
お じ ゃ まし ま す

サロン
訪問
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福祉標語
最優秀賞作品
小学校低学年の部
盛岡市立北厨川小学校 ２年 今野 朝陽

バスのボタン おしてあげるよ だいじょうぶ
小学校中学年の部
盛岡市立北厨川小学校 ４年 三浦 遥花

盛岡市立北厨川小学校 ５年 北舘 輝琉

僕の手が杖がわり

平成 年度
盛岡市福祉作文・標語コンクール 受賞者
■作 文

■標 語

2年 右京琉之介

低学年の部
最優秀賞 城内小学校
優秀賞

2年 太田 來夢

今野
神
米倉
岩舘
竹澤
太田
城内小学校

2年
2年
2年
2年
2年
2年

朝陽
匠吾
楓雅
健太
希仁
來夢

低学年の部
最優秀賞 北厨川小学校
優秀賞 北厨川小学校
優秀賞 城内小学校
佳作賞 北厨川小学校
佳作賞 城内小学校
佳作賞 城内小学校
中学年の部

優秀賞

北厨川小学校 4年 三上 胡春

北厨川小学校 4年 田山 祐伊

最優秀賞 北厨川小学校 4年 帷子菜々香

佳作賞

優秀賞

上田小学校

北厨川小学校 5年 千葉まど果

輝琉
将吏
里香
桃寧
優心
萌絵

北舘
村松
佐藤
上平
福田
米倉

三浦 遥花
澤口 怜那
髙橋 楓花
時舘 明音
佐々木星南
竹澤 希理

優秀賞

北厨川小学校 5年 藤田 音央

5年 小澤 香穂

5年
6年
6年
5年
5年
5年

4年
4年
4年
3年
4年
4年
高学年の部

佳作賞

北厨川小学校 5年 谷村 帆波

最優秀賞 北厨川小学校 5年 野田口ひな子

佳作賞

上田小学校

6年 栃内 弓華

佳作賞

中学校の部
3年 長井香奈枝

高学年の部
最優秀賞 北厨川小学校
優秀賞 上田小学校
優秀賞 上田小学校
佳作賞 北厨川小学校
佳作賞 城内小学校
佳作賞 城内小学校

中学年の部
最優秀賞 北厨川小学校
優秀賞 北厨川小学校
優秀賞 城内小学校
佳作賞 城内小学校
佳作賞 北厨川小学校
佳作賞 城内小学校

27

乙部中学校

髙橋 めい
峠舘
渉
佐々木寛人
石原 朋輝
及川
駿
飯岡 未帆

いわぎんリース・データ㈱
【27.7.27受付】
菱和建設㈱

中央土地㈱
㈱杜陵印刷
㈲盛岡レンガ

（一社）
岩手県歯科医師会
（一社）
岩手県私立幼稚園連合会
㈲佐々寅青果
㈱田澤洋紙店

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。

ありがとうございます

手伝うと さしのべた手は あたたかい

照れないで 手をつなごう

小学校高学年の部

中学校の部
優秀賞

2年
2年
2年
2年
2年
2年

盛岡市ボランティアまつり「ふれあい広場」

社協特別賛助会員

【平成27年8月12日〜10月22日受付分】
（敬称略・50音順） 【27.7.1受付】

11月1日、盛岡市ボランティアまつり
「ふれ
あい広場」を市総合福祉センターで開催し
ました。
当日は、
ボランティア団体や福祉施設
が作成した製品の販売やボランティア団体
によるキャップハンディ体験やレクリエーショ
ンなど、
沢山のブースが展開されました。
また今年は、子育て支援に取り組んでいる岩手朝日テレビからゴエ
ティーキャラバンが参加しました。来場された方々は様々な企画に楽し
んでいる様子で、
多くの方にボランティア情報をお伝えできた1日になりま
した。

中学校の部
最優秀賞 大宮中学校
優秀賞 大宮中学校
優秀賞 大宮中学校
佳作賞 大宮中学校
佳作賞 大宮中学校
佳作賞 大宮中学校

10月20日〜22日の3日間、市総合福祉セ
ンターを会場に老人作品展が開催されまし
た。今年度は絵画や写真、手芸作品など
269点の出展があり、来場した方々からは
「とても素晴らしい作品ばかり」
と感想をい
ただきました。会場では出展者も多く訪れ、
来場者との会話に花を咲かせていました。

盛岡市立大宮中学校 ２年 髙橋 めい

でもそんなおばあちゃんも病 気で入 院し
たことがありました︒何 日 間かおなかがいた
くてがまんできなくなって病院に行って調べ
てもらったら胃にあながあいていたそうです︒
きんきゅう手じゅつで助かりましたがもうす
こしおくれていたら大 変なことになっていた
そうです︒大 人の男の人でも胃にあながあ
くといたくてがまんできなくて︑
ころげまわ
るくらいとてもいたいそうです︒私はまだそ
んなにいたいめには合ったことがないけれども
そんないたさにたえられるおばあちゃんはが
まん強い人だなと思いました︒でも次になに
かあったときは︑
すぐに話してほしいです︒
次にすごいと思うところは︑
こしがいたいの
によくはたらくところです︒給食着のアイロ
ンがけや︑食 器あらいや家のまわりの草とり
をよくやってくれます︒草とりはふだん字を
読むときに使うメガネをして細かい草も見の
がさないように草をとります︒おばあちゃん
が草をとった場 所はとてもきれいでいつまで
も草がはえてきません︒きれいになった庭をみ

第52回盛岡市老人作品展

手伝うよ その一言で バリアフリー

福祉作文
最優秀賞作品
小学校低学年の部

みんなだいすき
盛岡市立城内小学校 ２年
右京 琉之介

ぼくのいえのとなりには︑
おじいちゃん︑
お
ばあちゃん︑
そしてひいおばあちゃんがすんで
います︒すぐちかくなので︑ときどきあそび
に行きます︒ぼくが行くと三人とも︑
とても
よろこんでくれます︒
﹁学校︑
がんばっているか︒﹂
とこえをかけてくれるひいおばあちゃんは︑
一
人で歩けないので︑車いすをつかっています︒
自分で歩けなくてかわいそうだなあと思いま

会場風景

福祉もりおか No.178
2015年 11月15日

標 語・福 祉 作 文 最 優 秀 作 品

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27年8月5日〜平成27年11月2日現在（敬称略）

●一般寄付
社会福祉のために
匿名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
特別養護老人ホーム 繫松苑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
ゴルフサークルきらく会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62,660円
佐々木 仁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
●物品寄付
高齢者福祉のために
岩手県ビリヤード協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車イス1台

qqqqqqqqqq

qqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

ひとり親家庭等特別(法律)相談
日
時：平成28年1月20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。
申し込み・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

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12月18日
（金） 午前10時〜午後4時
平成28年1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：平成27年12月9日
（水） 午前10時〜午後3時
平成28年1月13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
福祉もりおか

表紙
広告スペース

縦64mm×横243mm

早いもので今年もあと2ヶ月を残すまでとなりました。
今年は、暑さが続いたかと思えば急に涼しくなるなど、気温差で体調が優れない方も多かっ
たのではないでしょうか。紅葉や初雪も昨年より早く、
少し気忙しい感じもします。
今回の号で今年のお届けが最後になりますが、来年も身近な情報を発信していきたいと思
います。皆様からの情報もお待ちしております。
少し早いですが、
「福祉もりおか」
を来年もよろしくお願いいたします。
（さ）
地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

11月〜1月

■安心して暮らせる住まいについてを考える県民のつどい

有料老人ホーム等の高齢者の居住・宿泊施設の仕組みや選び方についての県民のつ
どいを開催します。
日
時：平成27年11月30日(月) 午後１時〜午後４時
会
場：アイーナ８階 812研修室
講
師：角田 裕之 氏
（有料老人ホーム・介護情報館 相談員）
参 加 費：無料
問い合わせ：NPO法人 いわての保健福祉支援研究会
TEL 604-8862 FAX 604-8863

■盛岡市歳末たすけあい演芸会

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。
日
時：12月2日(水) 午前11時開演
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：盛岡地区更生保護女性の会
昨年の催しの様子
盛岡市退職女性教職員の会、
盛岡市母子寡婦福祉協会
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。※当日会場でも配布します。）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000

■玉山区婦人チャリティーショー

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

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

催し案内

玉山区女性団体協議会が主催で歳末たすけあい運動に
協力することを目的に開催します。
日
時：12月6日(日) 午前10時開演
場
所：盛岡市渋民文化会館 姫神ホール
内
容：踊り、歌、ダンスなど
問い合わせ：渋民公民館 TEL 683-2354

昨年の催しの様子

■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。ゲームや楽器の演奏など、たくさんの企画を予定し
ておりますので、是非ご参加ください。
日
時：12月12日(土) 午後1時〜午後3時30分
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
昨年の催しの様子
参 加 費：無料
申し込み：11月30日までに盛岡市社会福祉協議会までお申込みください。
TEL 651-1000

■盛岡市子ども会議

盛岡市内の子ども会に所属する子どもたちの運営によ
り、各地区の子ども会の活動事例の発表や子ども会活動
の計画・実践についての情報交換会が行われます。
日
時：1月17日(日) 午後1時〜午後3時40分
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 地域福祉課 TEL 651-1000

昨年の催しの様子

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27年12月1日から平成28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27年12月1日〜平成28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

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

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

