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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27年10月23日〜平成27年12月17日現在（敬称略）

●一般寄付
社会福祉のために
佐々木仁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,953円
玉山カラオケ愛好会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
チャリティー吉田太陽歌謡会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
都南芸能協会 会長 兼平恭子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000円
玉山区食生活改善推進員団体連絡協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
西青山二丁目老人クラブ さつき会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000円
ＪＡ新いわて女性部玉山支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,400円
真如苑 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500,000円
玉山区女性団体協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000円
盛岡民踊研究会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,685円
西青山三丁目町内会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
青葉幼稚園父母の会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
清水寺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000円
総合福祉センター補修準備積立金として
盛岡市ボランティア連絡協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71,000円
盛岡市退職女性教職員の会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
ＮＰＯ法人うれし野こども図書室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
●物品寄付
高齢者福祉のために
曹洞宗第一教区寺族会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タオルケット、シーツ等167点
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ひとり親家庭無料法律相談
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：1月20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

相続相談・登記相談

盛岡市社会福祉協議会玉山支所では、司法書士による相続相談・登記相談を行い
ます。（予約制）
日
時：2月9日
（火）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（予約が定員に達し次第締め切り。）
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）

仕事を求める高齢者の方
（求職）
と仕事をお願いしたい個人の方・会社
（求人）
に、
それぞれ
ご紹介いたします。
求 職 者：おおむね65歳以上の方
（登録手続きが必要です）
求人内容：主に軽作業、家事手伝いなどの仕事です。
（例：草取り、庭木の手入れ、雪かき、掃除、洗濯、付き添い）
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：2月19日
（金） 午前10時〜午後4時
3月18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：2月10日
（水） 午前10時〜午後3時
3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

地域福祉活動計画パブリックコメントを実施します
地区福祉懇談会などでいただいたご意見をもとに、市民や団体の代表者で構成さ
れる地域福祉活動計画策定委員会で検討を重ねた「第２期地域福祉活動計画」素案
について、市民の皆様からのご意見を募集いたします。
この計画は、すべての市民が地域で安心して生活できる福祉のまちづくりのため
のしくみづくりです。
この素案に対し、皆様からご意見をいただき、
よりよい計画にしたいと考えております。
◇計画素案の閲覧場所
盛岡市社会福祉協議会及び玉山支所の窓口に備え付けるほか、本会ホームページ
にも掲載します。（www.morioka-shakyo.or.jp/）
◇意見提出
任意の提出用紙に住所と名前、意見を記入し、盛岡市社会福祉協議会へ郵送か
FAX、または持参してください。
〒020-0886 盛岡市若園町2-2 盛岡市社会福祉協議会 FAX 622-4999
◇募集期間
平成28年1月26日〜2月5日
地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

市長杯争奪身体障がい者ボウリング大会
身体に障がいのある方を対象としてボウリング大会を開催
します。
対
象：市内に居住･お勤めされている身体障がい者の方
とそのご家族･ご友人
日
時：3月6日
（日）午前9時から 受付
市長杯ボウリング大会 午前10時40分〜
（大会前に
盛岡市身体障害者スポーツ推進協議会主催のボウリング教室が午前9時30分
〜10時30分まで開催され、
その後大会を開催します。）
参 加 費：500円（貸靴料は別途各自負担）
内
容：2ゲームトータルのスコアにより総合優勝のほか、障がい別（上肢･下肢･
視覚･聴覚･車いす･ご友人(ボランティアと同部門)）の1位から3位を表彰
申し込み：2月22日
（月）
午後3時までに、盛岡市身体障害者協議会
へお申し込みください。
（TEL/FAX 651-3336 月･金の午前10時〜午後3時）

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：3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）
の窓口でお申
し込みください。
※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。

ボランティア研修会
盛岡ボランティア・コーディネートセンターでは、
いざという時のた
め、実際の避難所運営を想定した
「HUG(避難所運営ゲーム)」
な
どを行います。
その後、交流会を開催します。是非ご参加ください。
日
時：2月13日(土) 午後1時30分〜3時30分
場
所：盛岡市総合福祉センター 4F 講堂
内
容：HUGの実施、交流会
講
師：もりおか復興支援センター職員
対 象 者：ボランティアに関心のある方、町内会･子ども会関係者、企業関係者等
どなたでもご参加いただけます。
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（盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課内）

シニアビリヤード教室
岩手県ビリヤード協会では、下記の通り受講生
を募集しています。いわて国体のデモンストレーショ
ンスポーツ競技であるビリヤードでちょっぴり健康づ
くりをしてみませんか？
日
時：2月17日から毎週水曜日
午後4時〜6時(月4回)
場
所：ビリヤードバディーズクラブ
(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、FAXは終日受付）
申込期限：2月12日(金)
主
催：岩手県ビリヤード協会

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ています。
運転車両：トヨタハイエース、
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

小規模介護事業所による就職面談会
岩手県社会福祉協議会・岩手県福祉人材センターでは、小規模事業所と求職者との
就職面談会を開催します。地域の小規模事業所の特徴や魅力を知ることのできる機会
ですので、ぜひ、ご参加ください。
日
時：2月11日(木・祝) 午後1時〜4時(受付 12時30分〜)
場
所：ふれあいランド岩手 ふれあいホール(盛岡市三本柳)
内
容：①事業所PRタイム ②個別面談タイム
③専門相談窓口 ※福祉人材センターコーナー等
参 加 費：無料
問い合わせ：岩手県社会福祉協議会 福祉人材センター
TEL 601-7061 FAX 637-9612
新年あけましておめでとうございます。
今年は
「いわて国体」
「いわて大会」
という大きなイベントが46年ぶり
（！）
に岩手県で開催さ
れるということで、
今から気分も盛り上がっているのではないでしょうか。
たくさんの笑顔が皆さんに訪れる一年となりますように。今年もよろしくお願いいたします。(き)
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新 年 の ご 挨 拶
社会福祉法人
盛岡市社会福祉協議会

会

長

川 村

1月〜3月の行事予定
1月

4日㈪
5日㈫
7日㈭

裕

年頭にあたり、
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
市民の皆さまにおかれましては、
健やかに新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
日頃より本会の事業推進につきまして温かいご理解とご支援を賜り、
厚く御礼申し上げます。
今年は、
いよいよ1月27日からの第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」冬季大会を皮切りに、
10月には本大会、
そして第16回全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」が開催されます。関係者の皆様におかれましては、
本
番に向けて準備等に忙しく取り掛かっておられることと存じます。
また、
選手団の皆様におかれましては、
大会にて日頃
の練習の成果を十分に発揮されますよう大いに期待しているところであります。
さて、
近年わが国の社会福祉を取り巻く環境のなかで大きな問題となっている少子高齢化の進行は一向にとどまる
ことを知らず、
現在では国内における高齢化率が26.0%と過去最高の数値となり、
地域でのつながりや支え合いが一
層重視されてきているところであります。
このような福祉情勢の中、
本会では、
これまで市民の皆様方からのご理解とご協力をいただきながら地域福祉活動
を進めてまいりました。
地域福祉活動計画の理念である
「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、
地域福
祉の向上に努め、地域の方々とのつながりを第一に考え、盛岡市や各関係機関、福祉関係団体との連携を図りなが
ら、各地域で取り組まれている活動への支援や新たな制度への取り組みに鋭意努力しているところでございます。
ま
た、
平成28年度を初年度とする第2期地域福祉活動計画の策定を行っているところであり、
これからも、
より一層皆様
に信頼される
「社会福祉協議会」
として努めてまいる所存でございます。
今後とも温かいご支援、
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、
皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げ、
新年のご挨拶とさせていただきます。

雪かきボランティアを
派遣します
盛岡市社会福祉協議会では、個人や団
体ボランティアの協力をいただきながら、
ひ
とり暮らし等の高齢の方や身体に障がいの
ある方の世帯に対して、除雪ボランティアの
派遣を行う福祉除雪を実施し、除雪協力団
体(有償)の情報提供も行っています。
また、福祉除雪にご協力いただける除雪ボランティアを募集し
ています。
■利用できる世帯
ひとり暮らし等の高齢の方や身体に障がいのある方の世帯
で、
その世帯および地域で除雪できない世帯。
■除雪範囲
主に玄関から道路まで等、
日常生活に必要最低限の範囲
■除雪期間
平成28年3月31日まで
■利用にあたって
地域によりボランティアを派遣できない場合があります。ま
た、除雪を行う日時などはボランティアの活動可能時間等によ
り調整させていただきますので、
あらかじめご了承ください。
■除雪協力団体(有償)について
福祉除雪では対応できない部分（庭や駐車場など）
の依頼
に関しては、除雪協力団体を紹介します。協力団体は有償とな
りますので、
お問い合わせの際にご確認ください。
問い合わせ・申し込み先：盛岡市社会福祉協議会
地域福祉課 TEL 651-1000

13日㈬
15日㈮
21日㈭
27日㈬
2月

1日㈪
9日㈫
10日㈬
19日㈮
22日㈪

3月

1日㈫
8日㈫
9日㈬
18日㈮
25日㈮
31日㈭

初心者向けボランティア講座
盛岡市社会福祉協議会では、
ボランティア活動に興味のある方やボ
ランティアについて知りたい、
という方を対象に、初心者向けボランティ
ア講座を開催します。

仕事始め式
民生委員定例地区会長会
玉山区民生児童委員合同定例会
福祉教育情報交流会
人権・生活相談(玉山区)
心配ごと相談所(都南地区)
児童館職員研修・連絡会議(玉山区)
平成27年度第4回理事会
民生委員定例地区会長会
相続登記相談（玉山区）
盛岡市老人芸能大会
人権・生活相談(玉山区)
児童館職員研修・連絡会議(玉山区)
心配ごと相談所(都南地区)
平成27年度第4回評議員会
平成27年度第5回理事会
民生委員定例地区会長会
児童館職員研修・連絡会議(玉山区)
人権・生活相談(玉山区)
心配ごと相談所(都南地区)
平成27年度第6回理事会
平成27年度第5回評議員会
退職者辞令交付式

盛岡市

老人芸能大会
盛岡市内在住で60歳以上の方々によ
る芸能大会を開催します。高齢の方の芸
能等を広く市民に周知するために開催し、
今年度で46回目を迎えます。
日頃の練習の成果が多彩に披露されま
す。
（入場無料）

時： 2月10日（水）
正午から
※盛岡市老人クラブ大会終了後
場 所：岩手県民会館大ホール
内 容：踊り、合唱、
フォークダンス など
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会
地域福祉課
TEL 651-1000
日

昨年度の様子

日
場
内
対

時：2月27日
（土）
午前10時〜午後3時
（受付 午前9時30分）
所：盛岡市総合福祉センター （若園町2-2）
容：講話、体験など
象：ボランティア活動に興味がある方、ボランティアをやって
みたい方
参 加 費：無料
定
員：30名（定員になり次第締め切り）
申し込み：2月22日
（月）までに盛岡市社会福祉協議会
地域福祉課へお申し込みください。 TEL 651-1000

昨年度の大会の様子
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盛 岡 市 内 世 代 間 交 流 事 業を紹 介します

盛岡市内の各地域で世代間交流事業が行われています。この事業は、子どもたちの健全育成や、子どもから高齢者までが一緒に参加し、交流
を深め、地域での隣近所のつながりを強くすることを目的として行われています。
この事業は地区福祉推進会単位で開催されており、今回は市内４地
区をご紹介いたします。
掲載事業も含め、その他お住まいの地域での交流事業については、
お近くの福祉推進会事務局、または社会福祉協議会 地域福祉課(TEL
651-1000) へお問い合わせのうえ、是非ご参加ください。
【山岸地区GBMスポーツ大会】

山岸地区福祉推進会ではGBM(じいさん・ばあさん・まごの頭文字を取った
もので、住民の三世代交流運動会)スポーツ大会を開催しています。地区内の
子どもから高齢者など地域住民の方々が一堂に集まり、玉入れやボール送り
などを行い、スポーツを通して世代間の交流を深めています。

【津志田地区昔遊び交流】

津志田地区福祉推進会では、老人クラブと津志田小学校の1年生児童との交
流会を開催しています。子どもたちは地区内の老人クラブの方々から、竹馬や

おはじき、紙鉄砲など昔遊びを教えてもらい、一緒に楽しみながら交流を深
めています。

【みたけ地区輪投げ大会】

みたけ地区活動福祉推進会では、高齢者・子ども・子の親の世代の三世代
合同で行う輪投げ大会を開催しています。子どもから大人まで、沢山の好プ
レーに応援も力が入り、賑やかに楽しく過ごしました。この大会は毎年開催
され、26年度は285名の方々が参加しました。

【巻堀姫神地区世代間交流】

玉山区の巻堀姫神地区福祉推進会では、輪投げやコマなどの昔遊びや餅つ
きを行う交流会を開催しており、地域住民の方や巻堀小学校の児童が参加し
て、交流を深めました。子どもたちも普段から昔遊びを教えられているのか
大人相手に善戦し、楽しんでいる様子でした。

いわて国体・いわて大会 運営ボランティア募集
今年は、皆さんが待ちに待った「希望郷いわ
て国体・希望郷いわて大会」が開催されます。
前回の岩手県での開催は、昭和45年（1970
年）
なので、
46年ぶりです。
岩手県や盛岡市では、
「希望郷いわて国体・
希望郷いわて大会」に向け、運営ボランティア
の育成や推進事業を本格的に始めており、
ボラ
ンティア基礎研修会も各地で開催しています。
和歌山国体の様子
研修会の内容としては、
様々なボランティア活動
への理解を深める内容や障がいをお持ちの方へのお手伝いの方法など多岐にわたっていま
す。県実行委員会の研修会は、
今後も各地域（奥州市・遠野市・一関市・北上市）
で開催を予
定しており、
ボランティアへ未登録の方もご参加できます。
下記はボランティア募集の要項になりますので、
是非「希望郷いわて国体・希望郷いわて大
会」ボランティア活動への皆様のご参加をお待ちしています。

ボランティア募集
第41回市長杯争奪
身障者ボウリング大会
ボランティア募集
3月6日に開催される市長杯争奪身
障者ボウリング大会に協力いただける
ボランティアを募集します。

和歌山国体の様子

ボランティア基礎研修会の様子

【希望郷いわて国体・希望郷いわて大会運営ボランティア募集中！】
県実行委員会と盛岡市実行委員会では、
希望郷いわて国体（第71回国民体育大会）
と希望郷いわて大会（第16回全国障害
者スポーツ大会）
の運営をお手伝いしていただく
「運営ボランティア」
を募集しています。業務内容は受付・案内や来場者の誘導、
競技会場内の清掃活動など、
中学生以上であればどなたでも参加できます。詳しくはそれぞれの問い合わせ先まで。
活動時期

平成28年9月

平成28年10月

大会名
開・閉会式などの
式典の運営

競技会の運営
津志田地区の様子

巻堀姫神地区の様子

進学の季節をひかえて

みたけ地区の様子

上鹿妻ふれあいサロン誕生

生活福祉資金 教育支援資金貸付制度のご案内

−

S

【貸付対象となる世帯】（以下のすべてに該当）
・盛岡市内に居住している世帯。
・低所得世帯。（世帯収入が、生活保護基準の1.7倍以下で世帯構成により、基準額は異
なります。詳しくは、下記にお問い合わせください）
・必要な資金の融資を他から受けることが困難、または融資を受けても進学・在学が困
難な世帯。
【貸付限度額】
・教育支援費
①高等学校（専修学校高等課程を含む） ･･･････････････････････ 月額 35,000円以内
②高等専門学校 ･････････････････････････････････････････････ 月額 60,000円以内
③短期大学（専修学校専門課程を含む） ･･･････････････････････ 月額 60,000円以内
④大学 ･････････････････････････････････････････････････････ 月額 65,000円以内
・就学支度費（入学金、制服代等入学時に必要な経費） ･･･････････････ 500,000円以内
【その他】
・高等学校に限り、やむを得ない事情により滞納した授業料等も含めることができます。
・修学する本人が借受申込人、同一世帯の生計中心者が連帯借受人になって申し込みま
す。
（世帯の状況によっては「連帯保証人」が必要になる場合があります。）
・民生児童委員との面接が必要になります。社会福祉協議会に申込書が提出された後
に、民生児童委員が自宅を訪問して面接を行います。
・申し込みから貸付金の送金までは、1ヵ月程度の期間がかかります。
・返済期間は、卒業後、6ヵ月の据置期間が終了してから20年以内で設定が可能です。期
限内に返済が終了しない場合は、残りの元金に対し年10.75％の延滞利子が発生します。
【問い合わせ・申し込み先】

盛岡市社会福祉協議会

地域福祉課

TEL 651-1000

輪なげ大会の様子

11月22日、
太田老人福祉センターで上鹿妻ふれあいサロンが開催され
ました。初回となった今回は、
収穫感謝祭と併せて開催され、
上鹿妻地区
の児童や75歳以上の方々48名が参加しました。
内容は、夢つむぎ城南の職員から移動販売車の紹介や千年苑介護
支援センターの職員による子どもから楽しめる脳活性化のためのレクリ
エーション、
全員参加の輪投げ大会が行われた後、
地域の方の手打ち蕎
麦をみんなでいただきました。
代表者であり、以前から上鹿妻でサロンを開催したいと考えていた民
生児童委員の舘澤晴子
さんは「今まで色々なサ
ロンを見学して勉強して
きたが、
この地区でサロ
ンを立ち上げ、沢山の人
に来てもらえてとても嬉し
い。今後も継続して開催
していきたい」
と立ち上
げの喜びと今後の決意
を述べていました。
レクリエーションの様子

（北上市での活動になりま
す）

（北上市での活動になります）

市実行委員会

県実行委員会

お じ ゃ まし ま す

カフェ・ド・小山

「カフェ・
ド・小山」は、平成26年にひまわりの会（介護家族とサポーターの会）
の代
表の久喜美知子さんと会員の方々が、
ご自身の親御さんを介護された経験から、
「認知症や障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことや、
家族
の方が気軽に相談できて、和むことができる場を作りたい」
という思いから立ち上げ
られました。
民生委員や世話人が、
サロン開催の参加を直接声掛けすることで見守りにつな
げており、
地域住民も、
認知症や障がいのある方と交流することで、
誰にでも起こりう
る病気と捉え、
認知症や障がいへの偏見や誤解を無くし、
地域での支え合いにつな
げています。
また、
このサロンが、
ご本人の居場所となり、
介護経験者等からのアドバイスをもら
えることで、
ご本人や家族の不安解消にもつな
がっています。
代表の久喜さんは、
「地域の方々の参加、
協力
が大きな力です。今後も皆さんと一緒に楽しみな
がら、
認知症でも障がいがあっても、
誰もが生き生
きと支え合える優しい地域作りの拠点として、
カ
フェ運営を進めていきたい」
と話していました。
開 催 日：毎月1回 第4日曜日（12月のみ第3日曜日）
開催時間：午後1時〜4時
場
所：川目児童老人センター
対 象 者：認知症・障がい者ご本人と家族、地域住民
活動内容：認知症講座・介護相談、歌や演奏鑑賞など
世 話 人：介護家族とサポーターの会員（ひまわりの会）、民生委員
会
費：200円
※他、地域の方も参加自由

昨年度の様子

日

時：3月6日㈰ 午前9時〜
（午前9時30分からのボウリ
ング教室終了後、午前10時40
分から大会となります。）
場 所：ビッグハウス･スーパーレーン
（津志田町1-1-10）
内 容：競技補助
（車いす移動補助、ボール渡
し補助）
申込み先：盛岡市社会福祉協議会
地域福祉課（TEL 651-1000）へ
2 月2 2日㈪までにお申し込みください。

社協特別賛助会員

水 泳 競 技（ 競 泳・飛 サッカー・テニス・体操・ライ （盛岡市開催種目）水泳・フライングディスク・ボウリ
込・水球・シンクロナイ フル射 撃（ＣＰ）
・山 岳・カ ング・グランドソフトボール・サッカー
ズドスイミング）
ヌー（スプリント）
・空手道・
ボウリング・高等学校野球
（硬式）

県 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会事務局
（TEL 629-6297）
○
市 市希望郷いわて国体・希望郷いわて大会盛岡市実行委員会
（TEL 603-8147）
○

サロン
訪問

生活福祉資金「教育支援資金」は、所得の少ない世帯（生活保護世帯を含む）に対し
て、高等学校、大学（短期大学および専修学校の専門課程を含む）または高等専門学校の
就学費用を無利子で貸付するものです。

県実行委員会

県実行委員会

市実行委員会

山岸地区の様子

福祉もりおか No.179

ありがとうございます

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。

（平成27年10月23日〜12月7日受付分）

※冬季大会の募集は終了しています。

名鉄観光サービス(株)盛岡支店
北日本機械(株)

真如苑東北本部様からご寄付をいただきました
12月8日、真如苑東北本部様から
「社会福祉に役立ててく
ださい」
と盛岡市社会福祉協議会に50万円のご寄付をいた
だきました。
盛岡市社会福祉協議会の川村会長は「毎年このようにご
寄付をいただき、
ありがとうございます。社会福祉のために大
切に使わせていただきます」
と感謝の言葉を述べ、感謝状を
贈呈しました。

玉山区婦人チャリティーショー寄付
12月10日、玉山区女性団体協議会様（竹田かづ子会
長）から、去る12月6日に開催された玉山区婦人チャリ
ティーショーの益金130,000円のうち100,000円は盛岡市
社会福祉協議会へ、
30,000円は盛岡市共同募金委員会
へとご寄付をいただきました。
このチャリティーショーは福祉活動の一環として毎年開
催されており、今年で27回目となっています。各団体による個性豊かな踊りや合唱、演
奏など全18演目が披露され、
華やかなステージとなりました。

歳末たすけあい演芸会
12月2日、盛岡市歳末たすけあい演芸会（同
実行委員会主催）が岩手県民会館を会場に開
催されました。
この演芸会は、
ひとり暮らしや寝た
きりの高齢者、重度の障がいのある方、母子・父
子世帯の方々を応援する歳末たすけあい運動
に賛同して毎年開催されています。今年は46団
体が出演し、踊りやコーラスなど披露され、賑や

かなステージとなりました。
また、
この演芸会で入場者から寄せられた募金522,916円は12月24日、盛岡市共同
募金委員会に寄付されました。
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ボランティア募集
3月6日に開催される市長杯争奪身
障者ボウリング大会に協力いただける
ボランティアを募集します。

和歌山国体の様子

ボランティア基礎研修会の様子

【希望郷いわて国体・希望郷いわて大会運営ボランティア募集中！】
県実行委員会と盛岡市実行委員会では、
希望郷いわて国体（第71回国民体育大会）
と希望郷いわて大会（第16回全国障害
者スポーツ大会）
の運営をお手伝いしていただく
「運営ボランティア」
を募集しています。業務内容は受付・案内や来場者の誘導、
競技会場内の清掃活動など、
中学生以上であればどなたでも参加できます。詳しくはそれぞれの問い合わせ先まで。
活動時期

平成28年9月

平成28年10月

大会名
開・閉会式などの
式典の運営

競技会の運営
津志田地区の様子

巻堀姫神地区の様子

進学の季節をひかえて

みたけ地区の様子

上鹿妻ふれあいサロン誕生

生活福祉資金 教育支援資金貸付制度のご案内

−

S

【貸付対象となる世帯】（以下のすべてに該当）
・盛岡市内に居住している世帯。
・低所得世帯。（世帯収入が、生活保護基準の1.7倍以下で世帯構成により、基準額は異
なります。詳しくは、下記にお問い合わせください）
・必要な資金の融資を他から受けることが困難、または融資を受けても進学・在学が困
難な世帯。
【貸付限度額】
・教育支援費
①高等学校（専修学校高等課程を含む） ･･･････････････････････ 月額 35,000円以内
②高等専門学校 ･････････････････････････････････････････････ 月額 60,000円以内
③短期大学（専修学校専門課程を含む） ･･･････････････････････ 月額 60,000円以内
④大学 ･････････････････････････････････････････････････････ 月額 65,000円以内
・就学支度費（入学金、制服代等入学時に必要な経費） ･･･････････････ 500,000円以内
【その他】
・高等学校に限り、やむを得ない事情により滞納した授業料等も含めることができます。
・修学する本人が借受申込人、同一世帯の生計中心者が連帯借受人になって申し込みま
す。
（世帯の状況によっては「連帯保証人」が必要になる場合があります。）
・民生児童委員との面接が必要になります。社会福祉協議会に申込書が提出された後
に、民生児童委員が自宅を訪問して面接を行います。
・申し込みから貸付金の送金までは、1ヵ月程度の期間がかかります。
・返済期間は、卒業後、6ヵ月の据置期間が終了してから20年以内で設定が可能です。期
限内に返済が終了しない場合は、残りの元金に対し年10.75％の延滞利子が発生します。
【問い合わせ・申し込み先】

盛岡市社会福祉協議会

地域福祉課

TEL 651-1000

輪なげ大会の様子

11月22日、
太田老人福祉センターで上鹿妻ふれあいサロンが開催され
ました。初回となった今回は、
収穫感謝祭と併せて開催され、
上鹿妻地区
の児童や75歳以上の方々48名が参加しました。
内容は、夢つむぎ城南の職員から移動販売車の紹介や千年苑介護
支援センターの職員による子どもから楽しめる脳活性化のためのレクリ
エーション、
全員参加の輪投げ大会が行われた後、
地域の方の手打ち蕎
麦をみんなでいただきました。
代表者であり、以前から上鹿妻でサロンを開催したいと考えていた民
生児童委員の舘澤晴子
さんは「今まで色々なサ
ロンを見学して勉強して
きたが、
この地区でサロ
ンを立ち上げ、沢山の人
に来てもらえてとても嬉し
い。今後も継続して開催
していきたい」
と立ち上
げの喜びと今後の決意
を述べていました。
レクリエーションの様子

（北上市での活動になりま
す）

（北上市での活動になります）

市実行委員会

県実行委員会

お じ ゃ まし ま す

カフェ・ド・小山

「カフェ・
ド・小山」は、平成26年にひまわりの会（介護家族とサポーターの会）
の代
表の久喜美知子さんと会員の方々が、
ご自身の親御さんを介護された経験から、
「認知症や障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことや、
家族
の方が気軽に相談できて、和むことができる場を作りたい」
という思いから立ち上げ
られました。
民生委員や世話人が、
サロン開催の参加を直接声掛けすることで見守りにつな
げており、
地域住民も、
認知症や障がいのある方と交流することで、
誰にでも起こりう
る病気と捉え、
認知症や障がいへの偏見や誤解を無くし、
地域での支え合いにつな
げています。
また、
このサロンが、
ご本人の居場所となり、
介護経験者等からのアドバイスをもら
えることで、
ご本人や家族の不安解消にもつな
がっています。
代表の久喜さんは、
「地域の方々の参加、
協力
が大きな力です。今後も皆さんと一緒に楽しみな
がら、
認知症でも障がいがあっても、
誰もが生き生
きと支え合える優しい地域作りの拠点として、
カ
フェ運営を進めていきたい」
と話していました。
開 催 日：毎月1回 第4日曜日（12月のみ第3日曜日）
開催時間：午後1時〜4時
場
所：川目児童老人センター
対 象 者：認知症・障がい者ご本人と家族、地域住民
活動内容：認知症講座・介護相談、歌や演奏鑑賞など
世 話 人：介護家族とサポーターの会員（ひまわりの会）、民生委員
会
費：200円
※他、地域の方も参加自由

昨年度の様子

日

時：3月6日㈰ 午前9時〜
（午前9時30分からのボウリ
ング教室終了後、午前10時40
分から大会となります。）
場 所：ビッグハウス･スーパーレーン
（津志田町1-1-10）
内 容：競技補助
（車いす移動補助、ボール渡
し補助）
申込み先：盛岡市社会福祉協議会
地域福祉課（TEL 651-1000）へ
2 月2 2日㈪までにお申し込みください。

社協特別賛助会員

水 泳 競 技（ 競 泳・飛 サッカー・テニス・体操・ライ （盛岡市開催種目）水泳・フライングディスク・ボウリ
込・水球・シンクロナイ フル射 撃（ＣＰ）
・山 岳・カ ング・グランドソフトボール・サッカー
ズドスイミング）
ヌー（スプリント）
・空手道・
ボウリング・高等学校野球
（硬式）

県 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会事務局
（TEL 629-6297）
○
市 市希望郷いわて国体・希望郷いわて大会盛岡市実行委員会
（TEL 603-8147）
○

サロン
訪問

生活福祉資金「教育支援資金」は、所得の少ない世帯（生活保護世帯を含む）に対し
て、高等学校、大学（短期大学および専修学校の専門課程を含む）または高等専門学校の
就学費用を無利子で貸付するものです。

県実行委員会

県実行委員会

市実行委員会

山岸地区の様子

福祉もりおか No.179

ありがとうございます

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。

（平成27年10月23日〜12月7日受付分）

※冬季大会の募集は終了しています。

名鉄観光サービス(株)盛岡支店
北日本機械(株)

真如苑東北本部様からご寄付をいただきました
12月8日、真如苑東北本部様から
「社会福祉に役立ててく
ださい」
と盛岡市社会福祉協議会に50万円のご寄付をいた
だきました。
盛岡市社会福祉協議会の川村会長は「毎年このようにご
寄付をいただき、
ありがとうございます。社会福祉のために大
切に使わせていただきます」
と感謝の言葉を述べ、感謝状を
贈呈しました。

玉山区婦人チャリティーショー寄付
12月10日、玉山区女性団体協議会様（竹田かづ子会
長）から、去る12月6日に開催された玉山区婦人チャリ
ティーショーの益金130,000円のうち100,000円は盛岡市
社会福祉協議会へ、
30,000円は盛岡市共同募金委員会
へとご寄付をいただきました。
このチャリティーショーは福祉活動の一環として毎年開
催されており、今年で27回目となっています。各団体による個性豊かな踊りや合唱、演
奏など全18演目が披露され、
華やかなステージとなりました。

歳末たすけあい演芸会
12月2日、盛岡市歳末たすけあい演芸会（同
実行委員会主催）が岩手県民会館を会場に開
催されました。
この演芸会は、
ひとり暮らしや寝た
きりの高齢者、重度の障がいのある方、母子・父
子世帯の方々を応援する歳末たすけあい運動
に賛同して毎年開催されています。今年は46団
体が出演し、踊りやコーラスなど披露され、賑や

かなステージとなりました。
また、
この演芸会で入場者から寄せられた募金522,916円は12月24日、盛岡市共同
募金委員会に寄付されました。

ま

ご

こ

ろ

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27年10月23日〜平成27年12月17日現在（敬称略）

●一般寄付
社会福祉のために
佐々木仁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,953円
玉山カラオケ愛好会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
チャリティー吉田太陽歌謡会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
都南芸能協会 会長 兼平恭子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000円
玉山区食生活改善推進員団体連絡協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
西青山二丁目老人クラブ さつき会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000円
ＪＡ新いわて女性部玉山支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,400円
真如苑 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500,000円
玉山区女性団体協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000円
盛岡民踊研究会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,685円
西青山三丁目町内会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
青葉幼稚園父母の会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
清水寺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100,000円
総合福祉センター補修準備積立金として
盛岡市ボランティア連絡協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71,000円
盛岡市退職女性教職員の会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
ＮＰＯ法人うれし野こども図書室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
●物品寄付
高齢者福祉のために
曹洞宗第一教区寺族会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タオルケット、シーツ等167点
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ひとり親家庭無料法律相談
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：1月20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

相続相談・登記相談

盛岡市社会福祉協議会玉山支所では、司法書士による相続相談・登記相談を行い
ます。（予約制）
日
時：2月9日
（火）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（予約が定員に達し次第締め切り。）
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）

仕事を求める高齢者の方
（求職）
と仕事をお願いしたい個人の方・会社
（求人）
に、
それぞれ
ご紹介いたします。
求 職 者：おおむね65歳以上の方
（登録手続きが必要です）
求人内容：主に軽作業、家事手伝いなどの仕事です。
（例：草取り、庭木の手入れ、雪かき、掃除、洗濯、付き添い）
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：2月19日
（金） 午前10時〜午後4時
3月18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：2月10日
（水） 午前10時〜午後3時
3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

地域福祉活動計画パブリックコメントを実施します
地区福祉懇談会などでいただいたご意見をもとに、市民や団体の代表者で構成さ
れる地域福祉活動計画策定委員会で検討を重ねた「第２期地域福祉活動計画」素案
について、市民の皆様からのご意見を募集いたします。
この計画は、すべての市民が地域で安心して生活できる福祉のまちづくりのため
のしくみづくりです。
この素案に対し、皆様からご意見をいただき、
よりよい計画にしたいと考えております。
◇計画素案の閲覧場所
盛岡市社会福祉協議会及び玉山支所の窓口に備え付けるほか、本会ホームページ
にも掲載します。（www.morioka-shakyo.or.jp/）
◇意見提出
任意の提出用紙に住所と名前、意見を記入し、盛岡市社会福祉協議会へ郵送か
FAX、または持参してください。
〒020-0886 盛岡市若園町2-2 盛岡市社会福祉協議会 FAX 622-4999
◇募集期間
平成28年1月26日〜2月5日
地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

市長杯争奪身体障がい者ボウリング大会
身体に障がいのある方を対象としてボウリング大会を開催
します。
対
象：市内に居住･お勤めされている身体障がい者の方
とそのご家族･ご友人
日
時：3月6日
（日）午前9時から 受付
市長杯ボウリング大会 午前10時40分〜
（大会前に
盛岡市身体障害者スポーツ推進協議会主催のボウリング教室が午前9時30分
〜10時30分まで開催され、
その後大会を開催します。）
参 加 費：500円（貸靴料は別途各自負担）
内
容：2ゲームトータルのスコアにより総合優勝のほか、障がい別（上肢･下肢･
視覚･聴覚･車いす･ご友人(ボランティアと同部門)）の1位から3位を表彰
申し込み：2月22日
（月）
午後3時までに、盛岡市身体障害者協議会
へお申し込みください。
（TEL/FAX 651-3336 月･金の午前10時〜午後3時）

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：3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）
の窓口でお申
し込みください。
※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。

ボランティア研修会
盛岡ボランティア・コーディネートセンターでは、
いざという時のた
め、実際の避難所運営を想定した
「HUG(避難所運営ゲーム)」
な
どを行います。
その後、交流会を開催します。是非ご参加ください。
日
時：2月13日(土) 午後1時30分〜3時30分
場
所：盛岡市総合福祉センター 4F 講堂
内
容：HUGの実施、交流会
講
師：もりおか復興支援センター職員
対 象 者：ボランティアに関心のある方、町内会･子ども会関係者、企業関係者等
どなたでもご参加いただけます。
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（盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課内）

シニアビリヤード教室
岩手県ビリヤード協会では、下記の通り受講生
を募集しています。いわて国体のデモンストレーショ
ンスポーツ競技であるビリヤードでちょっぴり健康づ
くりをしてみませんか？
日
時：2月17日から毎週水曜日
午後4時〜6時(月4回)
場
所：ビリヤードバディーズクラブ
(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、FAXは終日受付）
申込期限：2月12日(金)
主
催：岩手県ビリヤード協会

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ています。
運転車両：トヨタハイエース、
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

小規模介護事業所による就職面談会
岩手県社会福祉協議会・岩手県福祉人材センターでは、小規模事業所と求職者との
就職面談会を開催します。地域の小規模事業所の特徴や魅力を知ることのできる機会
ですので、ぜひ、ご参加ください。
日
時：2月11日(木・祝) 午後1時〜4時(受付 12時30分〜)
場
所：ふれあいランド岩手 ふれあいホール(盛岡市三本柳)
内
容：①事業所PRタイム ②個別面談タイム
③専門相談窓口 ※福祉人材センターコーナー等
参 加 費：無料
問い合わせ：岩手県社会福祉協議会 福祉人材センター
TEL 601-7061 FAX 637-9612
新年あけましておめでとうございます。
今年は
「いわて国体」
「いわて大会」
という大きなイベントが46年ぶり
（！）
に岩手県で開催さ
れるということで、
今から気分も盛り上がっているのではないでしょうか。
たくさんの笑顔が皆さんに訪れる一年となりますように。今年もよろしくお願いいたします。(き)
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新 年 の ご 挨 拶
社会福祉法人
盛岡市社会福祉協議会

会

長

川 村

1月〜3月の行事予定
1月

4日㈪
5日㈫
7日㈭

裕

年頭にあたり、
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
市民の皆さまにおかれましては、
健やかに新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
日頃より本会の事業推進につきまして温かいご理解とご支援を賜り、
厚く御礼申し上げます。
今年は、
いよいよ1月27日からの第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」冬季大会を皮切りに、
10月には本大会、
そして第16回全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」が開催されます。関係者の皆様におかれましては、
本
番に向けて準備等に忙しく取り掛かっておられることと存じます。
また、
選手団の皆様におかれましては、
大会にて日頃
の練習の成果を十分に発揮されますよう大いに期待しているところであります。
さて、
近年わが国の社会福祉を取り巻く環境のなかで大きな問題となっている少子高齢化の進行は一向にとどまる
ことを知らず、
現在では国内における高齢化率が26.0%と過去最高の数値となり、
地域でのつながりや支え合いが一
層重視されてきているところであります。
このような福祉情勢の中、
本会では、
これまで市民の皆様方からのご理解とご協力をいただきながら地域福祉活動
を進めてまいりました。
地域福祉活動計画の理念である
「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、
地域福
祉の向上に努め、地域の方々とのつながりを第一に考え、盛岡市や各関係機関、福祉関係団体との連携を図りなが
ら、各地域で取り組まれている活動への支援や新たな制度への取り組みに鋭意努力しているところでございます。
ま
た、
平成28年度を初年度とする第2期地域福祉活動計画の策定を行っているところであり、
これからも、
より一層皆様
に信頼される
「社会福祉協議会」
として努めてまいる所存でございます。
今後とも温かいご支援、
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、
皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げ、
新年のご挨拶とさせていただきます。

雪かきボランティアを
派遣します
盛岡市社会福祉協議会では、個人や団
体ボランティアの協力をいただきながら、
ひ
とり暮らし等の高齢の方や身体に障がいの
ある方の世帯に対して、除雪ボランティアの
派遣を行う福祉除雪を実施し、除雪協力団
体(有償)の情報提供も行っています。
また、福祉除雪にご協力いただける除雪ボランティアを募集し
ています。
■利用できる世帯
ひとり暮らし等の高齢の方や身体に障がいのある方の世帯
で、
その世帯および地域で除雪できない世帯。
■除雪範囲
主に玄関から道路まで等、
日常生活に必要最低限の範囲
■除雪期間
平成28年3月31日まで
■利用にあたって
地域によりボランティアを派遣できない場合があります。ま
た、除雪を行う日時などはボランティアの活動可能時間等によ
り調整させていただきますので、
あらかじめご了承ください。
■除雪協力団体(有償)について
福祉除雪では対応できない部分（庭や駐車場など）
の依頼
に関しては、除雪協力団体を紹介します。協力団体は有償とな
りますので、
お問い合わせの際にご確認ください。
問い合わせ・申し込み先：盛岡市社会福祉協議会
地域福祉課 TEL 651-1000

13日㈬
15日㈮
21日㈭
27日㈬
2月

1日㈪
9日㈫
10日㈬
19日㈮
22日㈪

3月

1日㈫
8日㈫
9日㈬
18日㈮
25日㈮
31日㈭

初心者向けボランティア講座
盛岡市社会福祉協議会では、
ボランティア活動に興味のある方やボ
ランティアについて知りたい、
という方を対象に、初心者向けボランティ
ア講座を開催します。

仕事始め式
民生委員定例地区会長会
玉山区民生児童委員合同定例会
福祉教育情報交流会
人権・生活相談(玉山区)
心配ごと相談所(都南地区)
児童館職員研修・連絡会議(玉山区)
平成27年度第4回理事会
民生委員定例地区会長会
相続登記相談（玉山区）
盛岡市老人芸能大会
人権・生活相談(玉山区)
児童館職員研修・連絡会議(玉山区)
心配ごと相談所(都南地区)
平成27年度第4回評議員会
平成27年度第5回理事会
民生委員定例地区会長会
児童館職員研修・連絡会議(玉山区)
人権・生活相談(玉山区)
心配ごと相談所(都南地区)
平成27年度第6回理事会
平成27年度第5回評議員会
退職者辞令交付式

盛岡市

老人芸能大会
盛岡市内在住で60歳以上の方々によ
る芸能大会を開催します。高齢の方の芸
能等を広く市民に周知するために開催し、
今年度で46回目を迎えます。
日頃の練習の成果が多彩に披露されま
す。
（入場無料）

時： 2月10日（水）
正午から
※盛岡市老人クラブ大会終了後
場 所：岩手県民会館大ホール
内 容：踊り、合唱、
フォークダンス など
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会
地域福祉課
TEL 651-1000
日

昨年度の様子

日
場
内
対

時：2月27日
（土）
午前10時〜午後3時
（受付 午前9時30分）
所：盛岡市総合福祉センター （若園町2-2）
容：講話、体験など
象：ボランティア活動に興味がある方、ボランティアをやって
みたい方
参 加 費：無料
定
員：30名（定員になり次第締め切り）
申し込み：2月22日
（月）までに盛岡市社会福祉協議会
地域福祉課へお申し込みください。 TEL 651-1000

昨年度の大会の様子

