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赤い羽根共同募金が始まります
今年も１０月１日から赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まります。
赤い羽根共同募金は、
「自分の町を良くするしくみ」のスローガンのもと、
皆様からご協
力いただいた募金はお住まいの地域など身近な地域福祉活動に役立てられています。
岩手県内では、
町内会・自治会等が実施する福祉のまちづくり支援による地域福祉
事業に係る備品の整備、障がい者作業所等の施設の改修・車輌の整備といった、地
域福祉を支える様々な活動に使われています。
また、
災害が起こった場合はボランティアによる支援活動のためにも使われています。
この募金は、盛岡に住む皆さんのやさしい気持ちを集める活動です。盛岡という ま
ち がより 暮らしやすいまち になるように、戸別募金、街頭募金、学校募金、職場募金
などへのご協力を今年も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。
平成28年度に盛岡市内で赤い羽根共同募金の配分を受けた団体は下記の7団体でした。
配分先団体名

施設整備事業費

盛岡アビリティセンター

1,500,000

飯岡地区福祉推進会

199,000

助成金額
（円）

大慈寺地区福祉推進会

197,000

福祉の

つなぎ地区振興福祉推進協議会

186,000

まちづくり支援事業費

太田地区福祉推進会

158,000

レッツ スマイル

111,000

まちなかドッグ CAN

第56回

事

業

送迎用車両整備事業

備品整備

60,000

盛岡市社会福祉大会

盛岡市社会福祉大会を開催します。式典では、多年にわたり福祉に尽力さ
れた方々を表彰するとともに、小・中学生による福祉作文・福祉標語の発表
や記念講演を行います。今大会では、ラジオ番組「テレフォン人生相談」で
主に子どもに関する相談にアドバイスされている大原敬子氏をお迎えしての
講演となります。ぜひご来場ください。

日
時 平成29年10月24日
（火） 午後1時〜4時
会
場 盛岡市民文化ホール 大ホール
入 場 料 無料（入場整理券が必要です）
記念講演 「親子・家族のコミュニケーション
−いくつになっても親は親、大人になっても子どもは子ども−」
講
師 大原敬子氏（幼児教育研究／「大原敬子の遊育会」代表）
問い合わせ 盛岡市社会福祉協議会 TEL 651-1000

入場整理券（無料）が必要です。

9月1日（金）から次の窓口で配布します。
満席の際には入場をお断りする場合がございます。

〜共同募金はこのような活動に使用されています〜

太田地区福祉推進会
高齢者は話すときは声が低
く、耳は聞こえにくくなりま
すが、マイク・スピーカーを
使用したことで話の内容が理
解でき、これからもサークル
活動に積極的に参加したいと
話した方がいました。機器整
備を実施することができ、あ
りがとうございました。

まちなかドッグ CAN

【平成28年度赤い羽根共同募金配分団体】

補助事業名

ありがとうメッセージ

私たちまちなかドッグ
CANでは、「CAN＝できる」
をコンセプトにワンちゃん繫が
りで赤ちゃんから子供、若者、
高齢者、車椅子の方などが一緒
に活動できる、居心地のいい場
所作りを目指しています。オ
シャレに楽しい場所づくりを心
がけ、ガーデン用のイス、テー
ブル、パラソルを使い、心地よ
い場所を作ることができました。おかげさまで参加する皆さんに
も喜んでいただきました。ありがとうございました。

【講師プロフィール】

幼児教育研究。
「大原敬子の遊育会」代表。
「自然は知恵の宝庫」
「子どもは天才だ」
を提唱し
た曾祖母大原とめ氏の教育理念を基盤とし、素朴
なとめおばあちゃんの生きた実践学、無形から有形
を作り出す知恵の学習を伝えている。
ニッポン放送「テレフォン人生相談」のアドバイ
ザーを務める。
「テレフォン人生相談」では幼児に限定せず、依
頼者の子どもが成人の場合でも相談に応じる。
相談者に対し、
あえて厳しい言葉を投げ掛け叱りつけることが多いが、時には逆
に相談者の心情を慮って、
涙を流しながら優しくエールを送る一面も見せる。
幼児教育に限らず幅広い分野の著書がある。

●盛岡市役所１Ｆ総合案内所 ●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 ●マリオスインフォメーション ●プラザおでって ●パルクアベニュー・カワトク７Ｆプレイガイド
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地区福祉懇談会を開催しています
〜地域住民の方々、どなたでも参加できる懇談会です〜

盛岡市社会福祉協議会では、市内各地区で地区福祉懇談会を開催しています。
地区福祉懇談会は、地域の皆さんがアイディアを出し合い、共に地域課題の解決を目標とすること
で、
お住まいの地域で住民同士が互いに助け合い、安心して暮らしていくことのできるまちづくりを実
現するための第一歩として、開催するものです。
今年度は、市内11地区で開催しており、8月1日現在で、西厨川、仁王、巻堀姫神の3地区が終了し
ています。終了した3地区の話し合いの結果は、下表のとおりです。
地

区

主な課題

今後は下表のとおり開催が決定しています。参加について
は、
自由参加ですので、お近くで開催される際は、是非ご参加く
ださい。
地区

アイディア

・幅広い世代を対象にした認知症勉強会の開催
西厨川

・町内会活動の衰退化

・中学生のスノーバスターズを結成

・世代間交流

・近隣の町内会が集まり、
合同行事の企画
（子ども達に企画の一部を提案してもらう）
・地域住民とマンションやアパートの管理人との交流会を開催

仁

王

・子供から高齢者まで参加できる 地域行事 の開催

・居場所づくり
・地域住民の交流機会の減少

・町内会活動や地域行事を広く住民に知ってもらう
（町内やスーパーの掲示板を利用し、
行事等の周知）
・農業を活かし、
地域のPR

巻堀姫神

・若者世代の減少による過疎化

・地域に伝わる伝統を継承しつつ世代間交流をおこなう
・朝市を開催し、
地域の名物行事に

詳しくは

盛岡市社会福祉協議会

西厨川地区の様子

仁王地区の様子

月

日

時

松

園

9月15日
（金）

本

宮

9月15日
（金）

北厨川

10月17日
（火）

津志田

10月26日
（木）

青 山

10月31日
（火）

加賀野

11月14日
（火）

渋

11月17日
（金）

民

間

午後1時30分 〜
午後3時30分
午後6時30分 〜
午後8時30分
午後6時30分 〜
午後8時30分
午後2時 〜
午後4時
午後6時30分 〜
午後8時30分
午後1時30分 〜
午後3時30分
午後6時30分 〜
午後8時30分

場

所

松園地区老人福祉センター
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

地域福祉課 地域福祉係 （TEL 651-1000） までお問い合わせください。

大 雨 災 害に係る義 援 金を受け 付けています
全国各地で大雨による災害が相次いで起こっています。
7月5日には福岡県・大分県、7月22日には秋田県で記録的な大雨による家屋の浸
水、鉄道や道路の損壊、農作物、農業用施設等への被害が発生しました。被災され
た皆様に心からお見舞い申し上げます。
この度の秋田県での大雨災害に対して、盛岡市社会福祉協議会では、岩手県社
会福祉協議会からの要請を受け、大仙市災害ボランティアセンターを支援するため、
職員の派遣をおこないました。
福岡県、大分県および秋田県での大雨災害に係る義援金の受け付けも盛岡市
社会福祉協議会の窓口にておこなっております。
7月25日に盛岡市立厨川中学校様、8月4日には盛岡市立北陵中学校様の2校から
福岡県・大分県への義援金をお預かりました。
この義援金は震災地の共同募金会を通じて届けられ、被災された方々のために
役立てられます。

舗装面が剥がれた道路(秋田県)

詳しくは

厨川中学校の皆さんより
（7月25日）

家屋浸水により使用不可能になった畳や家具(秋田県)

盛岡市社会福祉協議会内

北陵中学校の皆さんより
（8月4日）

災害ボランティアセンターに集合するボランティア(秋田県)

盛岡市共同募金委員会 （TEL 651-1000） までお問い合わせください。

ありがとうございます
アーク㈱
㈱愛真館
㈱アイ不動産
社団医療法人 赤坂病院
税理士法人 秋山会計事務所
アクア工業㈱
㈱あさ開
㈱東家
㈱イクスル
㈱石田商会
いすゞ自動車東北㈱盛岡支店
いわぎんリース・データ㈱
学校法人 岩手医科大学
㈱岩手銀行
㈱岩手金属工業会館
岩手県厚生農業協同組合連合会
岩手県酒造協同組合

（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
岩手自動車塗装㈱
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
岩手日野自動車㈱
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
エクナ㈱
㈱エステーモータースクール
㈱エフエム岩手
㈱大坂工務店
岡田電気㈱
小田中歯科医院
㈾小原商店
㈱小山田工業所
河北印刷㈱
カメイ物流サービス㈱盛岡営業所
川口印刷工業㈱
盛岡医療生活協同組合 川久保病院
㈱川徳
㈱北東北第一興商

㈱木津屋本店
協積産業㈱
介護療養型老人保健施設 圭友
㈱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
三陸土建㈱
サンリード東北㈱
四季亭
Ｊ．
ウォーター㈱
㈱寿広
㈱純情米いわて

昭栄建設㈱
昭和石材㈱
昭和パックス㈱盛岡工場
㈲鈴木建設
清水寺
(一社)生命保険協会岩手県協会
㈲曽我工務店
㈱第一環境保全
第一商事㈱レディーズ・アイ事業部
大泉院
㈱ダイトク
㈱高光建設
㈾中央自動車学校
㈲直利庵
㈱ＴＥＣ 総合教育センター学院
㈱テレビ岩手
天晶堂都南店
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買って、使って支えよう

もりおか福祉ブランド
「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。

大豆生産から豆腐・加工品の製造販売まで

まめ工房 緑の郷

まめ工房の「まめ」は大豆のこと。大豆の栽培からおこない、豆腐、味噌をはじめ豆腐
の加工品、
総菜までつくっています。委託販売のほか施設内にも販売窓口を構え、
文字
通り生産から販売までの一貫態勢。
ラグビーチームで知られる緑生園から、就労継続支援A型（雇用契約を結んで賃金
を得て働く事業所）施設として平成20年にオープン。豆腐づくりは緑生園（昭和41年開
設）時代から利用者の給食用につくっていたと言います。
その後、
いろいろ工夫を重ね、
現在は、
自家栽培の大豆２種類をブレンドし、
味が濃いめで、
しかも木綿豆腐なのになめ
らかな食感の「つるり木綿」が看板商品となっています。
利用者20名のうち、農耕班10名が大豆の栽培を担当（米づくり、農家の請負作業
も）
、
あと10名は豆腐製造班と加工食品製造班。今
年７月に製造機械を更新し、新しい商品づくりに挑
新しくなった豆腐製造設備
戦しようとしています。
所長の鈴木淳さんは「自家栽培の大豆だけで豆腐をつくっていますのでいろいろ工夫できま
す。価格競争ではたちうちできませんから原料にこだわったいい豆腐をつくって皆さんに満足し
ていただいたうえで、
たくさん買って貰い、利用者の皆さんにはしっかり賃金を出していきたいと
木綿豆腐なのにつるりとした食感
思っています」
と話していました。
まめ工房の製品は次のところで販売しています。
あいさい館（上鹿妻）、Aコープ飯岡駅前店、産直マルシェ清水町、
もりおかん
（前潟、
イオン
モール盛岡）
、
銀河マルシェ
（青山駅）
、
マイヤ青山店、
TOMA TOMAとつか
（盛岡駅フェザン）
、
あぐり志和（紫波町片寄）
、
サンフレッシュ都南（下飯岡）
、
賢治の大地館（大通り、
クロステラス盛
岡）
、
あすなろ屋（羽場）
、
さっこら
（仙北町）
、
寄り合い処オーパ
（湯沢）
人気の「三角手揚げ」

緑の郷

まめ工房

盛岡市上飯岡二地割52-1 電話／019-637-3515

「ほっこり１０日会」

サロン紹介

サロン
「ほっこり１０日会」は、地域の住民なら誰でも参加できるサロ
ン として緑が丘公民館で開催しています。今回は、
「高校生ボランティ
アスクール」に参加した高校生１名を伴って参加させて頂きました。
この日は、松園・緑が丘地域包括支援センターの方がかき氷を振舞
いながら、
熱中症予防の講話をしてくださいました。
また、
盛岡市社会福
祉協議会職員の手ほどきにより、
「365歩のマーチ」等の音楽に合わせ
て認知症予防体操をおこない、
楽しい時間を過ごしました。高校生ボラ
ンティアも、かき氷を配ったり、会場のセッティングをしたりと大活躍でし
た。次回は、
健康づくりのための体操をおこなう予定です。
お近くにお住
まいの方は、
ぜひ参加してみてください。
【ほっこり１０日会 開催日】
・開 催 日 年7回
（５月〜１１月）
・開催時間
・場
所

毎月１０日の開催
午前１０時〜１２時まで
緑が丘公民館

・参 加 費

無料

「（かき氷）
どの味にしますか？」高校生ボランティアからの声がけに笑顔で答える皆さん。

FAX／019-637-3518

福祉もりおか No.187

ボランティア
募 集!
NPOもりおか
配食サービス
配達ボランティア
●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
ＮＰＯもりおか配食サービス
TEL／648-8810 FAX／648-8811
E-mail／moriokahaisyoku@fork.ocn.ne.jp

高校生ボランティアスクールを開催！
8月9日、
「地域にある身近な福祉」
をテーマとして、高校生ボラ
ンティアスクールを開催しました。
1日目の講義では、
まずアイスブレイク(初対面の人同士が出会う
時、
その緊張をときほぐすための手法。
)で、
緊張をほぐした後、
ボラ
ンティア活動とは
『してあげる』
といった考えではなく
『自分のために
すること』
といったボランティアの基礎の部分から、
地域にいる
「民
生委員」や「サロン活動」
についてまで幅広く学びました。
グループワーク後の班発表の様子
講話後は、高校生自身が地域で出来ることについてグループ
ワーク形式で話し合い、
理解を深めました。
また、
後日には、
市内4ヶ所のサロンでボランティア体験が出来るプログラムにも希望者が参加
し、
地域住民の方々との交流を図り、
地域福祉活動の大切さを学びました。
参加した高校生からは、
ボランティア活動では相手を理解し相
手の気持ちになって考えることが大切であることが分かった、
と
いった感想がありました。
※高校生ボランティアスクールは、高校生を対象に講義・体験を
通して、
ボランティア活動への理解と関心を深めたうえで、
福祉精
神の醸成を図っていただくために開催しています。
身近な福祉について講話を聴く高校生
詳しくは

盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係
（TEL 651-1000） までお問い合わせください。

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29年7月18日〜8月15日受付分】（敬称略・50音順）
樋下建設㈱
㈱東山堂
㈱東北銀行
㈱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
㈱都南建設
医療法人財団 仁医会 都南病院
㈱土木技研
巴染工㈱
㈱トライス
杜陵高速印刷㈱
中亀建設㈱

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
(一財)ハピネス共済会
㈲パールドライ
東野建設工業㈱
㈱ヒノヤタクシー
ビューテーサービス㈱
㈱平金商店
㈱広田薬品
㈲福田パン
富士水工業㈱
㈲藤原アイスクリーム工場
㈱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㈱
㈱ベルジョイス
㈱北星
㈱ホテルロイヤル盛岡
㈱丸一魚類
丸モ盛岡中央青果㈱
㈲みかわや
㈱道又時計店
㈱三ツ星商会
㈱宮田燃料
社会医療法人智徳会 未来の風せいわ病院
名鉄観光サービス㈱盛岡支店
㈱メガネの水晶堂

㈱恵工業
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㈱
(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
盛岡地区タクシー業協同組合
社団医療法人 盛岡つなぎ温泉病院
盛岡糖粉㈱
盛岡ニッタン㈱
㈱盛岡窓枠
盛岡遊技業組合

㈲盛岡レンガ
㈱ヤシマ部品
㈱山與
ユニック北東北販売㈱
横河電子機器㈱
吉久産業㈱
㈱吉田印刷
㈱吉田測量設計
菱和建設㈱
㈱渡辺設計事務所
渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科

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6月27日〜平成29年8月21日現在
（敬称略）

掲

●物品寄付
高齢者福祉等のために
曹洞宗第一教区寺族会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・タオルケット、バスタオル等198点

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。
時：平成29年 9月27日(水)
11月29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

｝

日

ひとり親家庭等特別(法律)相談
日
時：平成29年10月24日(火) 午前10時〜午後3時(要予約)
場
所：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。
申し込み・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：毎月第3金曜日
平成29年10月20日
（金） 午前10時〜午後4時
11月17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

10月〜11月

板

ヘルパーさん、集まれー!!「ヘルパーサロン」開催

フジモトHD株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・ 車イス1台、
うなずきかぼちゃん2体

弁護士による無料法律相談

示

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：10月11日
（水）
午後5時30分〜午後8時30分まで
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54回盛岡市老人作品展
盛岡市内在住で60歳以上の方々の絵画や書
道作品を集め、下記の3日間の日程で作品展を
開催します。
日
時：10月24日
（火）
〜26日
（木）
午前10時〜午後5時
場
所：盛岡市総合福祉センター 4F 講堂
（盛岡市若園町2-2）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会
地域福祉課 TEL 651-1000

昨年度の老人作品展の様子

家族介護者リフレッシュ交流会を開催します
盛岡市在住で在宅で家族を介護している方を対象にした、
リフレッシュ交流会の参加者
を募集します。
日
時：11月21日
（火） 午後2時 〜 22日
（水） 午前11時30分
場
所：つなぎ温泉 ホテル紫苑（繋字湯の館74-2）
内
容：講演、参加者同士の交流会、軽体操 など
対
象：・盛岡市内在住
・介護度1以上の高齢者、認知症高齢者、重度障がい者を在宅で
介護されている家族の方
参 加 費：無料
定
員：25名
申し込み：盛岡市社会福祉協議会 在宅福祉課
(TEL 651-1000)までお申し込みください。
10月23日
（月） 午前10時 より、受付開始となります。

市民福祉茶会割引券配布のお知らせ
盛岡市社会福祉協議会では盛岡茶道協会と共催で福祉茶
会を開催しており、盛岡市内にお住まいの70歳以上の方に割引
券を配布します。
日
時：11月 5日
（日）
午後1時〜
場
所：杜陵老人福祉センター
（南大通1-7-5）
※盛岡市社会福祉協議会
（若園町2-2）
へ割引券を
お申し込みください。
割引券を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。

《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：毎月第2水曜日
平成29年10月11日
（水） 午前10時〜午後3時
11月 8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

金婚慶祝会のご案内

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。
（未経験者可、勤務時間等については要相談）
必要資格：ホームヘルパー2級以上、
介護職員初任者研修修了者または介護福祉士資格等
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または②に所属のうえ、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

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42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29年11月７日
（火）
午前10時〜午後1時まで
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）
申し込み：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22日
（金）
必着
問い合わせ：市役所長寿社会課 TEL 603-8003

盛岡市社会福祉協議会は

HPやFacebookを設置しています
盛岡市社会福祉協議会では、HPや各SNSを設置しています。
福祉もりおかでは掲載し尽くせない様々な情報等をアップしていますので、是非
ご覧ください♪
HP：http://www.morioka-shakyo.or.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/morioka.shakyo
Twitter：https://twitter.com/morioka̲shakyo

小規模介護事業所による面談会
求職者に身近な地域の小規模介護事業所の魅力を理解してもらい、就職に結びつ
ける事を目的として、小規模事業所に限定した就職説明会を開催します。
日
時：平成29年10月26日
（木）
午後5時〜午後7時
場
所：アイーナ６F 団体活動室 ２
※参加無料・服装自由・事前申込みや履歴書は不要です。
問い合わせ：岩手県福祉人材センター 019-601-7062 担当：佐々木

編集 後記

HP
QRコード

Facebook
QRコード

Twitter
QRコード

夏が終わりを告げ、風がずいぶんと涼しく感じるようになりました。
この時期は気温が不安定
になりますので、
体調管理には十分お気をつけください。
さて、
今月号の1面に掲載されておりますとおり、
10月からは
「赤い羽根共同募金運動」
が始
まります。共同募金運動は、第二次世界大戦後、昭和22年より市民が主体の取り組みとして
スタートし、
現在も皆様の「困ったときはお互いさま」の気持ちからさまざまな形で募金活動が広
がっています。地域で集めた募金は集めた地域で使われ、
昨年度配分を受けた推進会や団体
からは、
たくさんの感謝の声が届いています。今年度も皆様のあたたかいご協力をよろしくお願
いいたします。(な)
地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

