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『多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業』について
近年、
少子高齢化の急速な進行や核家族化による世帯構造の変化、
地域社
会のつながり
・支え合いの希薄化や経済状況の悪化などを背景に、
様々な生活
課題や福祉課題への対応が必要となっています。
そのため、
国では、
住民が自分の住んでいる地域で、
主体的に地域内の生活
課題を把握して解決を目指す体制づくり
（※1我が事・丸ごと）
と世帯全体の課
題を丸ごと受け止める総合的な相談体制の構築を進めています。
このような状況のなか、
盛岡市では国のモデル事業の指定を受けて相談や支
援をおこなう相談支援包括化推進員を配置しています。
この事業では、各分野の専門家が一つの「チーム」
として支援できる体制を
構築するとともに、地域のボランティア団体等と一緒に、課題解決に必要な社会
資源（※2）
の発掘と育成に取り組み、
地域課題の解決を目指します。
相談支援包括化推進員の配置されている機関は、
右表の通りです。
※1 我が事・丸ごと＝①他人事を
「我が事」
に変えていくような働きかけ ②地域の課題
を
「丸ごと」受け止める場
※2 社会資源＝地域の社会福祉法人やボ
ランティア団体

・保証人問題
・シェルター（空き家）
・一時預かり
・移送サービス
・企業との連携

住まい
生活困窮
就労

ご相談は

福祉
茶会

居場所
一時預かり

保証人
見守り

保証人

医療

◇予約希望の方は専用番号へ
⇒ ０９０－９３２３－６４６９
※都合により予告なく変更
となる場合があります。

関

名

みたけ・北厨川地域包括支援センター
盛岡駅西口ヘルパーステーション
社会福祉法人千晶会

障がい分野

盛岡市基幹相談支援センター

社会福祉法人カナンの園 ヒソプ工房
社会福祉法人愛育園

子ども分野

愛育園地域子育て支援センター

認定特定非営利活動法人
特定非営利活動法人

生活困窮者支援分野

いわて子育てネット

いわて生活者サポートセンター

特定非営利活動法人 くらしのサポーターズ
あすからのくらし相談室・盛岡

ひとり親家庭支援分野

特定非営利活動法人 インクルいわて

職能団体

一般社団法人岩手県社会福祉士会

共生の場づくり

移送サービス

企業と連携
空き家

一般社団法人しあわせ計画舎 フキデチョウ文庫
Rashiku株式会社 きさいや
もりおかワカものプロジェクト

若者・まちづくり支援

特定非営利活動法人

いわてパノラマ福祉館

もりおか若者キャリアサポートセンター
医療分野

まちづくり

また、市内在住の70歳以上の方(昭和22年以前にお生まれの方)へ割引券
をお配りしています。割引券をお持ちの方は通常900円のところ、500円でご入場
いただけます。
(今後の福祉茶会の予定：9月・11月・3月の第1日曜日)

♪12～17 時（最終受付 16 時）♪

機

社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

高齢分野

障がい者
就労

平成29年度ふれあい交流福祉茶会に参加する子どもたちを募集しています。
開催日時：平成29年9月3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：盛岡市内の保育園・幼稚園・小学校・中学校に通っている方
募集人数：20名
参 加 費：100円
申込受付：平成29年7月18日(火)より受付開始
申 込 先：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課
(若園町2-2 TEL651-1000)
※お子さまのみの参加も可能です。保護者の方も会
場で茶会券(900円)をご購入いただくと、
ご一緒に参
加することができます。

8 月 2 日（水） 11 月 1 日（水）
9 月 6 日（水） 12 月 6 日（水）
10 月 4 日（水） 1 月 10 日（水）

地域福祉

高齢

参加者募集＆割引券配布のお知らせ

◇くらしのお悩み◇
◇無料相談会 開催日◇

野

特定非営利活動法人 フードバンク岩手

相談支援包括化推進会議

子育て
一人親

盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課
（℡019-651-1000）

平成29年5月 現在

分

社会医療法人智徳会

未来の風せいわ病院

これからの暮らし支援部医療相談室

ボランティアスクール開催
盛岡市内・近郊の高校生を対象としたボランティアスクールを開催
します。
ボランティアスクールは、講話や体験を通じ幅広くボランティア活
動や福祉に触れることで、視野を広げ、
これからの地域を支える担い
手の育成を目的としています。
友達や兄弟・姉妹等と一緒の参加も歓迎します。ぜひ、お誘い合わ
せのうえお気軽にご参加ください。
午前9時30分〜午後3時45分（１日目）
日
時：平成29年８月 ９日（水）
8月10日
（木）
他
（２日目）
※2日目は希望者のみの参加となります。サロンの開催日に合わせて
日程を調整します。
内
容：ボランティア・福祉に関する講話、各種サロン体験等
（詳しくは、参加希望の方へ内容･日程を記載した要領を
お送りします）
場
所：盛岡市総合福祉センター
定
員：30名程度
参 加 費：無料
申込期限：7月26日(水)まで
申 込 先：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000

会場：総合福祉センター
（盛岡市若園町 2-2）
主催：ハヤブサ法務事務所
行政書士
上總 隼
登録番号 第 11031716 号
所在：〒020-0312
岩手県盛岡市砂子沢 10-92
TEL・FAX 019-666-2127
※ご相談の内容は法律による
守秘義務で守られます。
※法律で制限のある内容は
他機関の紹介となります。
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盛岡市社会福祉協議会 事業報告・決算
盛岡市社会福祉協議会の28年度事業・決算について、平成29年5月開催の理事会、6月開催の評議員会で承認されましたので、その概要をお知らせします。
なお、
この内容の詳細は、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ホームページ
（http://www.morioka-shakyo.or.jp/）
でご覧いただけます。
平成28年度 盛岡市社会福祉協議会 事業報告概要骨子
・地域福祉事業の取り組みについては、第2期地域福祉活動計画初年度の取り組み
を進めるため、関係機関、団体等と連携し、
「人と人とがつながり共に支え合うまちづ
くり」に向けて、
市内11地区で福祉懇談会を開催し、
今後の地域づくりについて市民
の皆さんと考えました。
また「ふれあい・いきいきサロン」活動や、
高齢者から子育て中
の親子を含めた「世代間交流サロン」など、
各種相談対応をおこないました。
・ボランティア活動の推進については、
ボランティア保険の加入促進を図るため積極的
な情報提供をおこない、
養成研修では、
高校生や一般市民の多くの方々に参加いた
だき、
市民を対象とした福祉除雪活動や災害救援活動等をおこなうボランティアの育
成に努めました。
・昨年8月に発生した台風10号災害では、岩手県社会福祉協議会と連携し、宮古市
及び岩泉町災害ボランティアセンターの運営に派遣職員が支援をおこないました。
ま
た今後予想される災害などの非常事態時における対応に向けて、本会の「事業継
続計画（ＢＣＰ）」
を作成しました。

平成28年度

盛岡市社会福祉協議会の決算

地域福祉活動の推進
・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 ･････････････････ 5,702千円
・シルバーメイト ･････････････････････････ 3,639千円
・ふれあい・いきいきサロンづくり
（地域支え合い推進事業）（盛岡市委託事業） 6,346千円
・ふれあいのまちづくり（玉山地域） ･････････ 502千円
・多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業
（平成28年10月〜） ･･･････････････････････ 4,409千円
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 548千円
・市民福祉茶会 ･････････････････････････････ 65千円
児童の育成支援
・児童福祉週間運動・支援 ････････････････････ 34千円
・児童館の管理運営（盛岡市指定管理者指定事業） 73,373千円
・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 ･････････････････････････ 7,283千円
城内学童クラブ ･････････････････････････ 8,988千円
外山学童クラブ ･････････････････････････ 6,363千円
・福祉教育の推進 ･･･････････････････････････ 148千円
ボランティア活動の推進
・ボランティアの養成 ････････････････････････ 46千円
・ボランティアネットワークづくりの支援 ･････ 499千円

生活福祉資金のご紹介
〜総合支援資金〜

●総合支援資金とは
総合支援資金は、失業等により日常生活全般に困
難を抱えている方を対象として、生活の立て直しや経
済的自立を図ることを目的とした貸付制度です。
●資金の種類と内容
資金種類

貸付限度額

据置期間 償還期間

貸付利子

総合支援資金

（二人以上）
最終貸付日
生活 月 20 万円以内 から 6 か月
支援費 （単身）
以内
月 15 万円以内
住宅
40 万円以内
入居費
一時生活
60 万円以内
再建費

連帯保証人を
立てる場合は
10 年 無利子
以内 （いない場合は
据置期間経過後
年 1.5％）
貸付の日から
6ヵ月以内

●申請窓口
盛岡市に住民登録し、居住している方の場合、盛岡
市社会福祉協議会が申請窓口です。
なお、
本資金の利用には、
生活困窮者自立支援法に
基づく自立相談支援事業等による支援を受けることに
ついて同意していただく必要があります。
また、
ハローワ
ークへの求職申し込みと職業相談が必要です。
詳しくは

・地域における生活課題等の解決に向けては、
新たに国から受託した「多機関の協働
による包括的支援体制構築モデル事業」により、
各福祉分野の事業所に相談支援包
括化推進員を委嘱し、
分野横断的に支援をおこなう体制づくりに取り組みました。
・地域福祉コーディネーターを中心とした個別支援や地域住民による支え合いの仕組
みづくりなどを関係機関や民生委員、地域との連携協力によりおこなうとともに、低所
得者等の相談者への生活福祉資金の相談や資金貸付対応をおこないながら、県・
市の関係行政機関、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。
さら
に、
地域社会で自立して生活していくことができるよう、
福祉サービスの情報提供や日
常生活自立支援事業の利用促進を図り、障がい者等の権利擁護や地域総合相談
支援をはじめとする福祉サービスの利用支援を展開してきました。
・介護保険事業については、
高齢者等が可能な限り、
住み慣れた地域で一人ひとりの
能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、各介護事業所でサービスを展
開してきました。

・ボランティア保険の加入助成 ･････････････ 1,903千円
・福祉除雪 ･･････････････････････････････････ 11千円

（玉山地域）（盛岡市委託事業） ･････････ 1,454千円
・家族介護者のリフレッシュ（盛岡市委託事業） 435千円

福祉団体の育成 ･･･････････････････････････ 3,962千円

外出支援
・おでかけ送迎サービス ･･･････････････････ 2,960千円
・「ぷらっとcab」の貸出し
（車いす同乗福祉自動車貸出事業） ･････････ 354千円

地区福祉懇談会の開催 ････････････････････････ 17千円
生活支援相談
・心配ごと相談 ･････････････････････････････ 755千円
・結婚相談 ･････････････････････････････････ 748千円
・高齢者就労相談 ･････････････････････････ 2,270千円
生活福祉資金等の貸付相談
・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） ････････ 15,999千円
・助け合い資金の貸付相談 ･････････････････ 4,809千円
・日常生活自立支援
（岩手県社会福祉協議会委託事業） ････････ 20,807千円
地域包括支援センター（盛岡市委託事業） ･･･ 62,176千円
介護保険サービス
・指定居宅介護支援 ･･････････････････････ 40,383千円
・訪問介護・予防訪問介護 ････････････････ 76,237千円
・訪問入浴介護 ･･･････････････････････････ 9,667千円
・通所介護・予防通所介護事業 ････････････ 77,394千円
障がい福祉サービス
・居宅介護（ホームヘルプ） ･････････････････ 755千円
・訪問入浴サービス ･････････････････････････ 625千円
地域生活支援
・日常生活用具の貸与 ･･･････････････････････ 200千円
・高齢者世話付住宅援助員の派遣（盛岡市委託事業）1,755千円
・在宅寝たきり高齢者等紙おむつの支給
（盛岡市委託事業） ･･･････････････････････ 9,541千円
・生活管理指導員の派遣（盛岡市委託事業） ･･･ 601千円
・いきいき高齢者通所支援

ヘルパーサロン ･･･････････････････････････････ 84千円
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） ･････････ 3,044千円
災害支援活動 ･･･････････････････････････････ 547千円
広報・啓発
・社会福祉大会の開催 ･････････････････････ 1,228千円
・会報「福祉もりおか」の発行 ･････････････ 6,648千円
・ホームページの公開 ････････････････････････ 81千円
総合福祉センターの管理運営 ･･･････････････ 29,080千円

社協世帯会費納入ご協力のお願い
盛岡市社会福祉協議会は、盛岡市にお住まいの
皆様の支援をいただき、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、皆
様に「世帯会費」を町内会・自治会等を通じてご協力
頂いています。
1世帯 200円（年額）
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。

市内11地区で地区福祉懇談会を開催
盛岡市社会福祉協議会では「誰もが住みなれたまちで安心して暮らす」地域社会の実現をめざし、第２期地域
福祉活動計画を進めています。地区福祉懇談会は、第２期地域福祉活動計画の一環として、平成28年から平成
30年までの3年間に市内32地区の地区福祉推進会で開催する計画です。昨年度は11地区で開催され、今年度も
同様に11地区で開催いたします。
地区福祉懇談会では地域住民の皆様とともに、
グループワーク形式で地域課題の解決に向けて話し合いをおこ
ないます。すでに西厨川地区・仁王地区の2地区では、開催いたしましたが、お近くで開催される際には、ぜひご参
加ください。今後の予定は下表のとおりです。

平成29年度

地区名
巻堀姫神
乙 部
松 園
本 宮
北厨川
津志田
青 山
加賀野
渋 民

盛岡市社会福祉協議会

今後の地区福祉懇談会開催日程

日
程
7月 21 日
（金）
8月 28 日
（月）
9月 15 日
（金）
9月 15 日
（金）
10 月 17 日
（火）
10 月 26 日
（木）
10 月 31 日
（火）
11 月 14 日
（火）
11 月 17 日
（金）

時 間
午 後 7：0 0 〜
午 後 1：3 0 〜
午 後 1：3 0 〜
午 後 6：3 0 〜
午 後 6：3 0 〜
午 後 2：0 0 〜
午 後 6：3 0 〜
午 後 1：3 0 〜
午 後 6：3 0 〜

地域福祉課 （℡019-651-1000）

場
所
巻堀地区コミュニティセンター
乙部老人福祉センター
松園老人福祉センター
本宮地区活動センター
北厨川老人福祉センター
津志田老人福祉センター
青山地区活動センター
加賀野老人福祉センター
玉山総合福祉センター

2017年 7月15日

買って、使って支えよう

2017 ボランティアまつり

もりおか福祉ブランド
地球にやさしい製品づくり

ふれあい広場
ボランティア募集

ヒソプ工房

指定生活介護事業所、
ヒソプ工房（本館）
には約40名の人た
ちが通ってきてさまざまな作業をしています。
クッキーなどの菓子
づくり、
せんべいや野菜の袋づめ、
そして使い終わった食用油を
リサイクルする洗濯用「ちきゅう石けん」の製造など。
「ちきゅう石けん」は23年来続くヒソプ工房の長寿商品。仕出
し料理店や学校給食施設、
ゴルフ場の食堂などと契約して使い
終わった食用油を回収し、工房内の製造機で粉末石けんに加
工製造します。EMを入れているので油汚れなどでも落ちがよく、
柔軟剤を添加していないのに肌触りのよい洗濯仕上がりになり
ちきゅう石けんの製造工場
ます。
この「ちきゅう石けん」に天然の川砂を配合したクレンザーや酸素系の
漂白剤「ちきゅう漂白」、
パーム油を原料にした無添加の固形石鹸「つる
るん」
といった姉妹品もあります。
さらに、
回収した食用油でディーゼルエンジン用の燃料も製造し、
搬送
用ワゴン車に使うなど、
地球にやさしい製品づくりに努めています。
「ちきゅう石けん」製造部門担当の生活支援員、西澤道徳さんは「ち
きゅう石けんは人にやさしいとてもよい石けんなので使ってくれる方がもっ
と増えるようにしていきたいです。
そのことによって施設利用の人たちの
社会参加意識も高まり働く意欲にも繋がります。少しずつでも販路拡大
を進めていこうと思っています。」
と話していました。
「ちきゅう石けん」
を販売しているのは、
クロステラス賢治の大地館、
イ
オンモール盛岡南結の市、
イオンスーパーセンター盛岡渋民店恵一握、
子どもの森、県庁地下生協、
いわて生協ベルフ青山、仙北、山岸、牧野
林、
八幡平の各店、
イオンモール盛岡もりおかん、
などです。

社会福祉法人 カナンの園
クレンザー、
漂白、
台所用洗剤なども販売

福祉もりおか No.186

盛岡市ボランティア連絡協議会と盛岡
市社会福祉協議会の主催により、今年度
もボランティアまつり
「ふれあい広場」
を開
催します。今年度は、様々な体験ができるブ
ースを各種用意の上、皆様のご来場をお待
ちしています。
また、
「ふれあい広場」には多くの運営ス
タッフが必要となります。
そこで、下記のとお
り、
ボランティアとしてまつりの運営にご協
力いただける方を募集いたします。
この夏、何か新しいことを始めたいとお考
えの方は、
ぜひ「ふれあい広場」
でボランテ
ィアを始めてみませんか。
ご連絡をお待ちし
ています。
日 時：平成29年8月27日
（日）
9時 〜 16時
（開催時間 10時〜14時30分）
場 所：盛岡市総合福祉センター
（若園町2-2）
内 容：会場準備、受付、来場者のご案
内、各フロアでのブースのサポート等
その他：ボランティアの希望は中学生以
上に限ります。
申込先：8月17日
（木）
までに下記へお申
し込みください。
盛岡市ボランティア連絡協議会事務局
☎ 651-1000

ヒソプ工房

盛岡市大館町28-53
TEL 019- 646-8581

ジャパンゴルフツアー選手会より
車両を寄贈いただきました

FAX 019-646-8582

昨年度の様子

「 いきいきサロン こぶし 」が誕生しました
今年度より本宮二丁目町内会に新しいサロン、
いきいきサロ
ン こぶし ができました。
５月におこなわれた第１回目のサロンでは、約30名の方が参
加しました。社会福祉協議会の職員が、認知症予防の講話、
ビンゴゲーム、音楽体操などをおこなった外、
お抹茶と季節の
和菓子をいただきながら茶話会をおこない、
楽しい時間をすご
しました。今後も２ヶ月に１回、
さまざまな企画をおこなう予定で
す。
回覧板を通じてご案内しておりますので、
本宮二丁目町内会の方はぜひご参加ください。

「いきいき・ふれあいサロン」に関するご相談は
盛岡市社会福祉協議会へ

ジャパンゴルフツアー選手会 会長 宮里優作様（左）
盛岡市社会福祉協議会 会長 川村裕（右）

6月7日、
ジャパンゴルフツアー選手会（宮里優作会長）様か
ら「震災復興支援、
また地域福祉の推進にお役立てくださ
い。」
と軽自動車1台を寄贈いただきました。
ジャパンゴルフツアー選手会様は2014年度から毎年チャリ
ティ金を原資に自動車を購入して、岩手、宮城、福島の各県
の社会福祉協議会を通じて福祉車両を寄贈されています。
地域福祉のための活動車として大切に使わせていただき
ます。寄贈いただきありがとうございました。

盛岡市社会福祉協議会では、市内各地でおこなわれているサロン活動への支援をおこなって
います。
「いきいき・ふれあいサロン」は、地域の皆さんが運営する、皆さんが主役の、仲間づくり
・居場所
づくり
・生きがいづくりのための場です。現在、市内では212ヵ所でサロンがおこなわれています。
お茶を飲みながらお話をしたり、軽体操やゲームをしたり、多種多様な活動を楽しんでいます。
盛岡市社会福祉協議会では、サロン活動を通して地域の中で人と人との輪が広がることによ
り、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指しています。

＊ご相談お待ちしております＊

⊕ 立ち上げのご相談 ⊕

初回開催に至るまでのお手伝いをしています。
（相談対応、
チラシ等の作成、講師としてサロンにお伺いする事もできます）

⊕ 運営に関するご相談 ⊕

イベントや講師依頼等のご相談など日々の運営に係るご相談を承っています。
ご相談は

盛岡市福祉協議会
ご連絡ください。

地域福祉課

地域福祉係
（TEL 651-1000）
まで

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29年4月20日〜平成29年6月20日現在
（敬称略）

●一般寄付
法人のために
明治安田生命盛岡支社 盛岡第二営業所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
総合福祉センター補修準備積立金として
ダンススポーツサークル ル・シェール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
●物品寄付
貸出事業のために
安倍英子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ジュニアシート1台
高齢者福祉等のために
ジャパンゴルフツアー選手会 会長 宮里優作 ・・・・・・・・・・・・ 軽福祉車両1台

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おこないます。
日
時：平成29年7月26日(水)
9月27日(水) 午前10時から午後3時まで
場
所：盛岡市玉山総合福祉センター
（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（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

｝

ひとり親家庭等特別(法律)相談
日
時：平成29年7月25日(火) 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：ひとり親家庭の方（母子家庭の方、父子家庭の方、寡婦）
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
おこないます。
申込先・問い合わせ ひとり親家庭等就業・自立支援センター TEL 623-8539

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＞

《心配ごと相談所》
（予約不要）盛岡市総合福祉センター

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おこないます。
相 談 日：平成29年8月18日
（金） 午前10時〜午後4時
9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
人権擁護委員による人権、生活に関する相談をおこないます。
相 談 日：平成29年8月 9日
（水） 午前10時〜午後3時
9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
（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

「ほいくしカフェ」のご案内
岩手県保育士・保育所支援センターでは、保育士に関する情報提供などをおこなうため、
「ほいくしカフェ」を開催します。
日
時：平成29年7月31日
（月）午前10時〜正午
場
所：ふれあいランド岩手 第1・2教養室（和室）
内
容：再就職した保育士との情報交換や保育士の仕事に関する情報提供など、
お茶など飲みながら、カフェ形式で保育士の再就職についてお話します。
対
象：保育士資格を持っていて、現在保育士として働いていない方
費
用：無料
申し込み：岩手県社会福祉協議会 保育士・保育所支援センター 担当：内堀
TEL:019-637-4544 （電話受付）7月28日（金）16時まで

編集 後記

今年度も既に3ヵ月が過ぎ、新生活をスタートされた方々も、少しずつ新たな環境に慣れてき
た頃でしょうか。新しいことに挑戦したり、学んだりしていると、一日一日があっという間に過ぎて
いくような気がします。
今月号は盛岡市社協の事業報告を大きく掲載しておりますが、
日頃、
「社協って何をしている
んだろう？」
と思われることも多いかと思いますので、
ぜひ目を通して頂ければと思います。一面で
は、新たな事業の取り組みについても紹介しております。紙面での説明でわかりづらい部分に
ついては、
盛岡市社協までお問い合わせください。
（い）
地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

掲

示

板

（7〜9月）

第46回盛岡市子ども会スポーツ大会
市内各小学校区での予選を勝ち抜いたチームが集
まり、子ども会相互の親睦を深めながら優勝を目指
して熱戦を繰り広げます。
日
時：平成29年7月30日
（日）
午前８時30分〜
場
所：盛岡タカヤアリーナ（本宮5-4-1）
主
催：盛岡市子ども会育成会連絡協議会
競技種目：ドッジボール

第17回盛岡市障がい者スポーツ大会
障がい者がスポーツを楽しむことを通して健康の増
進を図るとともに、市民や障がい者の交流の促進を目
的として開催します。
日
時：平成29年８月26日
（土）
午前9時〜午後1時
場
所：ふれあいランド岩手、盛岡スターレーン
主
催：盛岡市障がい者スポーツ大会実行委員会

ヘルパーさん!あつまれ̶!!「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。
同じヘルパー同士おしゃべりしながら、
わからないことを聞いてみたり、
体験してみたり…。気軽に参加しませんか?
日
時：第3回8月 9日
（水） 午後6時〜午後8時45分
第4回9月13日
（水） 午後6時〜午後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

家族介護者リフレッシュ講演会 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講演会」の参加者を募集します。
日
時：8月25日
（金）午後１時30分〜午後3時30分
場
所：プラザおでって（中ノ橋通一丁目1-10）
参加対象：盛岡市にお住まいで、要介護１以上の高齢者や認知症の高齢者、また、外出
が困難な身体に重度の障がいのある方を自宅で介護している方。
参 加 費：無料
募集人員：50名（必ず申込みが必要です。）
演
題：「認知症の妻を介護して
〜しなやかに生きる男の出番」
講
師：小野寺 彦宏 氏
（公益社団法人認知症の人と家族の会 岩手県支部 代表）
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
受付開始は、7月20日
（木）午前10時からとなります。

キャップハンディ体験
盛岡市社会福祉協議会では小学校・中学校・高等学校・町内会などがおこ
なう車いす体験、アイマスク体験、高齢者疑似体験、福祉講話などに関し、
職員を派遣しています。
関心のある方は、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、社会福祉協議会へご連絡下さい。
日程に
よってはご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。体験用具
は、台数に限りがあります。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（若園町2-2） TEL 651-1000 FAX 622-4999

ボランティアまつり ふれあい広場
今年のふれあい広場は、
「体験型ふれあい広場」
をテーマに、
様々なブースを通して市民の皆様が楽し
みながら学ぶことができるブースを企画しています。
ま
た、来場された皆様とボランティアが協力し、巨大ア
ートを作製します。
どの年代の方にも楽しんでいただける内容をご用
意しておりますので、
ご家族や友人などお誘い合わ
せの上ぜひご来場ください。皆様のご来場を心より
お待ちしています。
日
時：平成29年８月27日
（日）
午前10時〜午後2時30分
会
場：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
主
催：盛岡市ボランティア連絡協議会、盛岡市社会福祉協議会

