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地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。
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　あけましておめでとうございます。
　震災から間もなく２年になろうとしていますが、かわいキャンプのボランティア活動も
変わってきています。
　仮設住宅から転居する方の引越し、ふれあいサロンの趣味活動のお手伝いなどが主な活
動となっています。活動の様子は、かわいキャンプホームページのブログで紹介していま
すので、ご覧ください。
　さて、これから寒さも厳しくなっていきますが、福祉除雪の活動も忙しくなる時期です。今年も
除雪が困難な市民の暮らしを支援する除雪ボランティアさんをお待ちしています。（Ｋ）

広告スペース

表紙

縦64mm×横243mm

福祉もりおか広告募集

お詫びと訂正

福祉もりおか　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125,200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

先号（24年11月15日号／NO．163）の1面「第51回盛岡市社会福祉大会表彰者」
の記事中、「古神道真理教都南教会」は、正しくは「古神道神理教都南教会」でし
た。お詫びして訂正いたします。

催し案内

ホームヘルパー募集
　盛岡市社会福祉協議会では、次のヘルパーステーションで働くホームヘルパーを募集します。
必要資格：ホームヘルパー２級以上または、介護福祉士資格
雇用形態：非常勤（20分間400円）
募集人数：若干名
勤 務 地：月が丘ヘルパーステーション（月が丘３-7-5）、
　　　　　 盛岡駅西口ヘルパーステーション（盛岡駅西通1-2-2）
　詳しくは月が丘ヘルパーステーション（TEL 645-5125）、盛岡駅西口ヘルパーステー
ション（TEL 653-3013）へお問い合わせください。

　災害時に自分の身は自分で守る「自助」、みんなで支え合い・助け合う「共助」
を楽しく遊びながら学べる「学ぼう災!!」を開催いたします。
　皆さんお誘いあわせの上ご参加ください。
日時・会場：1月26日（土）　玉山総合福祉センター　2F研修室
　　　　　　2月  9日（土）　西部公民館　第一研修室
　　　　　　2月16日（土）　上田公民館　第一集会室
　　　　　　2月23日（土）　キャラホール　視聴覚室
時 間：全日　午前9時30分～12時
対 象：地域活動に携わっている方
　　 　小学生以上、興味のある方
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 651-1000

学ぼう災！！ 楽しく学べる自助・共助

《高齢者無料職業紹介所》（予約不要）
求　　　職：働く能力と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：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 談日時：月～金曜日　午前8時30分～午後5時（国民の休日、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 談日時：月・水曜日　午前10時～午後4時（国民の休日、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 談日時：2月15日（金）午前10時～午後4時
　　　　　　3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 談日時：2月13日（水） 午前10時～午後3時
　　　　　　3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

盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内　TEL ６５１－１０００

社会福祉協議会の相談窓口

●一般寄付
　社会福祉のために
　　西青山二丁目老人クラブ「さつき会」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,100円
　　ゴルフサークルきらく会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62,130円
　　吉田太陽歌謡会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円
　　めだかの会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　真如苑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
　　女声合唱コーロ・シュプール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　岩月福田会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
　　玉山区女性団体協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　智田医院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　舟田2自治会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,100円
　　山崎ミヨ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円
　総合福祉センター補修準備積立金として
　　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
　復興支援ボランティアのために
　　被災地支援施設建設プロジェクト　もりおか実行委員会・・・・・74,627円
●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、シーツ等166点
　被災地支援のために
　　川崎市役所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・除雪機1台

　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24年10月20日～平成24年12月27日現在（敬称略）

　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7日(木) 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　盛岡市玉山総合

事務所隣接）
定　　員：8名（定員に達し次第締め切り） 
相談時間：1人30分以内
予 約 先：盛岡市社会福祉協議会玉山支所　TEL 683-2743 

相続相談・登記相談 　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：2月25日（月）
　　　　　送迎バス　玉山総合福祉センター発9：00　盛岡市総合福祉センター発9：50
場　　所：「清温荘」（盛岡市繋）
対 象 者：盛岡市内にお住まいで、在宅生活を送る寝たきり等の高齢者や重度障がい

者を介護している家族の方
参 加 費：無料
募集人員：25名（定員となり次第締め切ります）
内　　容：「日頃の疲れを解消！」フットケア講習会（講師：中田幸恵先生）、交流会（昼食）
申し込み先：盛岡市社会福祉協議会　TEL651-1000
　　　　　受付開始は、1月25日（金）午前10時からとなります。

“家族介護者リフレッシュ交流会”参加者募集

　身体に障がいのある盛岡市民を対象に、ボウリング大会を開催します。
日　　時：3月10日（日）午前10時～
場　　所：ビッグハウス・スーパーレーン（津志田町1-1-10）
参 加 費：500円（貸靴料は各自負担）
内　　容：２ゲームトータルのスコアにより総合優勝のほ

か、障がい別に表彰
申し込み先：2月28日（木）までに、盛岡市身体障害者スポー

ツ推進協議会（小野時雄方）TEL/FAX 622-6507、
または盛岡市身体障害者協議会（TEL/FAX 651-3336　火、木、金の午前10
時～午後2時）へお申し込みください。

第38回市長杯争奪身障者ボウリング大会

　ボランティア活動をしている方、ボランティア活動に興味を持っている方の情報交
換会を開催します。どなたでも参加できます。
日　時：2月16日（土）午後1時30分～
場　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
内　容：講演、ボランティア活動に関する情報交換
申し込み先：2月12日（火）までに、盛岡市社会福祉協議会地域福祉課（TEL 651-1000）へ
　　　　　　お申し込みください。　　　　

第3回ボランティア交流会

　盛岡市にお住まいの70歳以上の方を福祉茶会にご招待します。
日　時：3月3日（日）午後1時～
場　所：杜陵老人福祉センター（南大通1-7-5）
申し込み先：招待券をご希望の方は、盛岡市社会福祉協議会（TEL 651-1000）へ
　　　　　　お申し込みください。

市民福祉茶会

　盛岡市社会福祉協議会では、「ボランティア活動をしてみたい」、「ボランティアを知りたい」
という方を対象に初心者向けボランティア入門講座を開催します。今回は「サロン活動と地
域」をテーマに開催します。
期　日：2月26日（火） 午前10時～午後4時
対　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
内　容：ボランティアに関する講話、体験、交流会など
参加費：無料
場　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
定　員：30名（定員になり次第締め切り）
申し込み先：2月15日までに、盛岡市社会福祉協議会（TEL 651-1000）へ　　
　　　   　　お申し込みください。

初心者向けボランティア入門講座受講者募集

沿岸でのボランティア活動拠点施設沿岸でのボランティア活動拠点施設

　現在かわいキャンプが行っている活動
は、サロン活動が中心となっています。主
な活動場所は宮古市、山田町の仮設住
宅集会所。活動内容は、ハガキに筆で
絵を描いて作る絵手紙や、プラスチック

のシートに絵を描き、オーブントースターで加熱し収縮させて完成するキーホルダー作りな
どのほか、様々なメニューを用意しています。
　また、大槌町では「男性向けのサロン」として囲碁や将棋、麻雀、オセロを楽しんでい
ただいています。そこでかわいキャンプでは、囲碁、将棋、麻雀、オセロのできる方を募集
しています。
　このほか、引き続き側溝の泥出しや引っ越しなど、屋外での活動も行っていますので、
こちらの方もご協力をお願いします。

新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶

　謹んで年始のご挨拶を申し上げます。
　市民の皆さまには、新しい年をお健やかにお迎えのこととお慶び申し上げますととも
に、日頃から本会の運営並びに事業推進にあたり温かいご理解とご支援を賜り、厚くお
礼申し上げます。
　一昨年の3月11日に発生した東日本大震災から1年10カ月を経過しましたが、被災された皆様にはこれまで
のご心労を心からご慰労申し上げます。
　さて、長びく経済不況は未だ回復の兆しを見せず、社会福祉を取り巻く環境も厳しさが増すばかりでござい
ます。そのような中で誕生した新政権の手腕に期待しながらも、社協に課せられた使命である「誰もが地域で
安心して暮らすことができるまちづくり」については揺るぎなく推進していく所存でございます。今後とも、市民の
皆さま、関係各位の温かいご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　終わりに、皆さま方のご健康と被災地の一日も早い復興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。

　謹んで年始のご挨拶を申し上げます。
　市民の皆さまには、新しい年をお健やかにお迎えのこととお慶び申し上げますととも
に、日頃から本会の運営並びに事業推進にあたり温かいご理解とご支援を賜り、厚くお
礼申し上げます。
　一昨年の3月11日に発生した東日本大震災から1年10カ月を経過しましたが、被災された皆様にはこれまで
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だきます。

社会福祉法人
盛岡市社会福祉協議会
会　長　　桑　島　　博

社会福祉法人
盛岡市社会福祉協議会
会　長　　桑　島　　博

3月までの社協事業
-----------------------------------------------------1月---------------------------------------------------
１月４日　 仕事始め
　　７日　 民生児童委員定例地区会長会
　　17日　民生児童委員研修会
　　20日　盛岡市子ども会議
　　26日　自助共助講座「学ぼう災!!」
　　30日　シルバーメイト全体研修会
-----------------------------------------------------2月---------------------------------------------------
２月１日　民生児童委員定例地区会長会
　　７日　相続・登記相談（玉山区）
　　９日･16日･23日　自助共助講座「学ぼう災!!」
　　15日　盛岡市老人芸能大会
　　16日　ボランティア交流会
　　25日　家族介護者リフレッシュ交流会
　　26日　初心者向けボランティア入門講座
------------------------------------------------------3月--------------------------------------------------
３月１日　 民生児童委員定例地区会長会
　　３日　 市民福祉茶会
　　17日　市子ども会連絡協議会世話人研修会

日　時：平成25年2月15日（金）
　　　  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

雪かきボランティアを
派遣します

雪かきボランティアを
派遣します

■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
　　問い合せ、申し込み先：盛岡市社会福祉協議
会地域福祉課　TEL 651-1000　

■利用にあたって　無償で活動できる地域が限
られているため、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、
あらかじめご承知おきください。

■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
　　問い合せ、申し込み先：盛岡市社会福祉協議
会地域福祉課　TEL 651-1000　

■利用にあたって　無償で活動できる地域が限
られているため、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、
あらかじめご承知おきください。

市内の60歳以上の方々による
芸能大会を開催します。

　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
ています。

　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
ています。

盛岡市
老人芸能大会

昨年度の大会の様子写真は昨シーズンの雪かきボランティア活動の様子

かわいキャンプから

　11月10日、玉山区城内学童クラブの子ども達が丹精込めて
育てたリンゴがかわいキャンプに届きました。「絆」や「ありがとう」
など、子ども達からのメッセージが入ったリンゴの到着に、滞在中
のボランティアさんたちも喜んでいました。
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金銭管理など日常生活のお手伝いをします もっとひろがれ

ボランティアの輪

認知症になっても安心して暮らしていける地域を
もりおか認知症サポーターズもりもり会
　「認知症になっても安心して暮らしていける地域をつくろう」を
合い言葉に去年の４月に誕生した、もりもり会。下米内にある中津
川病院と介護施設の職員がメンバーです。医師、作業療法士、
社会福祉士、介護士、ケアマネージャーなど現在15人ぐらいで活
動しています。
　「認知症の問題は病院だけでも介護だけでも解決できないと
思っています。地域のいろいろな方が認知症について正しく知っ
て認知症の人に接することができれば、本人も、その家族の人も

安心して暮らす
ことができると思
うんです」と代
表の工藤さん。
たとえば、店に
買い物に来て
商品のある所
がわからない、
あるいはレジで

支払いができない、といった場面でも、店の人が認知症のこ
と、対応のしかたがわかっていれば“困ったお客”で済ませる
のではなく、やさしく対応できる。それと、認知症は早期発見で
正しく治療（服薬）すれば高い割合で進行をくい止めることが
できることがわかっています。そういった認知症予備軍の早
期発見にも役立つというわけです。
　そこでまず、認知症はどういう病気で、どんな症状で、まわり
の人はどのように対応すればいいのか、20分ほどの寸劇で紹
介しています。脚本と主役の認知症の人を会の代表、工藤さ
んが自作自演。ほか、職員の人たちが演じます。舞台のセット、
衣装、メーキャップ、なかなか本格的なもの。これら一式をクル
マに積んで、久慈市、宮古市、陸前高田市などにも出張して
います。
　「現在のメンバーは医療、福祉の関係者だけですが、一般
の方を含めて興味関心のある方はどんどん参加していただ
きたいです。さまざまな分野の人に入ってもらって、多くの人の
輪をつくっていけ
たらなと思ってい
ます」（工藤さ
ん）。参加希望の
方は下記事務局
まで。

○どんなサービスが受けられますか？
「福祉サービス利用について支援します」
・各種福祉サービスの情報提供や利用に関する相談に応じます。
・また、福祉サービスの利用やサービスをやめる手続きのお手伝いをします。
「日常の金銭管理をします」
・日常生活に欠かせない生活費の出し入れや福祉サービスの利用料、医療費、
　税金、保険料、公共料金の支払いをお手伝いします。
「大切な書類をお預かりします」
・通帳や印鑑、権利証書など大切な書類をお預かりします。

○利用料はいくらですか？
相談や契約までの費用は無料です。

契約後の支援計画に基づく支援活動には1時間あたり1,300円。（生活保護世
帯の方は無料です）

○利用するためにはどのようにすればいいですか？
・盛岡市社会福祉協議会にご相談ください。日常生活自立支援事業の専門員
が相談を伺います。（必要に応じて訪問もします）

・利用契約を希望する方と3回程度の面談を行い、契約の意思確認を行いま
す。

・契約書を取り交わす際には、支援計画書を作成し計画に沿って支援活動を
行います。

・生活支援員が自宅等を訪問して生活費のお届けや日常生活に必要な福祉サ
ービス等の支払い、書類作成の助言・援助などを行います。

［問い合わせ］盛岡市社会福祉協議会
　　　　　　在宅福祉課 651-1000

［知的障がい　50歳　男性　ひとり暮らし　Tさん］
　Tさんは知的障がいがあり、自分で金銭管理をしたことがなく、両親に頼っ
て生活してきましたが、その両親も高齢のため他界してしまい、一人で暮らす
ことになってしまいました。
　障害者年金と生活保護費を受給して生活をしていましたが、金銭管理を手伝
う人は誰もいませんでした。
　Tさんは、食事のほとんどを行きつけの飲食店で済ませていて、しだいにお
店の従業員と仲良くなっていきました。
　そしていつしか、そのお店の従業員に通帳と印鑑を預けるようになり、金銭
管理をお願いするようになっていました。しかし、Tさんにはお金が渡されず
公共料金の滞納が続き、ついにライフラインが止まってしまい、食事も摂れな
い状況になってしまいました。
　どうしようもなくなったTさんは、警察や障害者就業・生活支援センターに
相談して、通帳や印鑑などを変更することで、生活費を確保することができる
ようになりました。
　しかし、今後も金銭管理は自分でできないので誰かにお願いしたいという希
望があり、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を利用することになりまし
た。
　現在は、社会福祉協議会が計画的なお小遣いのお届けや、公共料金の支払い
などにより安定した生活を送ることができるようになりました。

　［高次脳機能障がい　40歳　男性　ひとり暮らし　Fさん］
　Fさんは、高次脳機能障がいのため短期記憶が欠落したり集中力が続かな
い、意欲が無いなどの症状がありました。
施設やグループホームで生活訓練を受け、障害者就業・生活支援センターの支
援を受けながらアパート生活をしていますが、昼夜が逆転して、夜はお金があ
ればお酒を飲みに出かけるということを繰り返した結果、お金を使い果たして
しまい、生活費が無くなってしまうということが度々あり、お金が無くなると
引きこもって何も食べないという状態になっていました。
　このような生活を改善するために、障害者就業・生活支援センターが金銭管
理について、社会福祉協議会に相談するよう勧めました。
　Fさんは、お金を計画的に使うことができないことを自覚しているのです
が、お金を使ってしまう自分を止められないため、いつも困っていました。
　日常生活自立支援事業を利用するようになってからは、お金を使いすぎるこ
とがなくなり、また、定期的に生活支援員が訪問するようになると、相談して
から買い物をするなど無駄遣いや浪費が少なくなり、安心して生活ができるよ
うになりました。

もりおか認知症サポーターズもりもり会
代　表　工藤克行さん（作業療法士）
事務局　佐藤美佳子さん（看護師）、高田恭平さん（事務）
電　話　019-662-3252
会　員　約15名

玉山区婦人チャリティーショー玉山区婦人チャリティーショー
　12月12日、玉山区女性団体協議会様から、去る
12月2日に開催された玉山区婦人チャリティー
ショーの益金150,000円が盛岡市社会福祉協議会
と盛岡市共同募金委員会に寄付されました。
　このチャリティ－ショーは、福祉活動の一環で毎
年12月に行われており、今年は歌やダンス、詩の朗

読など21演目が披露されました。

　市内の各地域で世代間交流事業が行われています。
　これは、子どもたちの健全育成、福祉教育の面から、福祉の心を持った、次代を担う人材
を育むことや、子どもから高齢者までが一緒に参加し交流を深め、隣近所のつながりが強く
なることで、犯罪や災害に強い町となることを目的として行っています。
　開催は、福祉推進会単位で行われ、今年度、すでに開催された地域は、西厨川、中野、
つなぎ、青山、米内、杜陵、山岸、太田、大慈寺、津志田、乙部、巻堀姫神となっています。
　お住まいの地域で開催される際は、ふるってご参加ください。

歳末たすけあい演芸会歳末たすけあい演芸会
　盛岡市歳末たすけあい演芸会実行
委員会様（盛岡地区更生保護女性の
会、盛岡市退職女性教職員の会、盛岡
市地域女性団体協議会、盛岡市母子
寡婦福祉協会）から、去る12月6日に開
催された演芸会の会場で、入場者から
寄せられた募金718,131円が盛岡市共
同募金委員会に寄付されました（12月
21日）。
　この演芸会は、ひとり暮らしや寝たきりの高齢者、重度の障害がある方、母子
・父子世帯の方 を々励ます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５４団体が参加し、踊りやコーラスなど華やかなステージになりまし
た。

東日本大震災義援金寄付者東日本大震災義援金寄付者
（盛岡市共同募金委員会扱い）（盛岡市共同募金委員会扱い）平成24年10月20日～平成24年12月14日
盛岡市社会福祉事業団 ･･････ 19,417円
玉山カラオケ愛好会 ･････････ 61,737円
盛岡市社会福祉事業団 ････････7,916円
盛岡アマチュアマジシャンズクラブ ･･ 12,700円

盛岡地区民謡連合会 ････････ 69,051円
ＪＡ新岩手女性部　玉山中央支部 2,500円
盛岡市社会福祉事業団 ････････1,609円
盛岡市立大慈寺小学校 ･･････ 10,662円

「かだっての会」紹介「かだっての会」紹介
　茶畑のマンショングリーンビレッジの会議室で開催されているふれあいサロン
「かだっての会」は、地域の民生委員が、マンションは長年にわたり隣近所の名
前も分からずまた住人の高齢化も進んできておりお互いの見守り支え合いを
することを考えて設立を呼びかけ、平成21年にマンション住人を中心に語らい
の場としてうまれました。
　お茶飲みやおしゃべり、季節に応じたイベント等を楽しみ、また色 な々方面か
ら講師を招くなどして生活に役立つ情報交換をしています。
　「かだって」とは盛岡弁で「入って」という意味の優しい言葉で、参加者の皆
さんは、その名のとおり和やかな空気に包まれ楽しいひと時を過ごしています。

開催日：毎月第2月曜日
周知方法：サロン終了後次回開催日予告と
　　　　　エレベーター出入り口掲示板にて
参加費：100円

Sサロン訪問サロン訪問サロン訪問 おじゃましますおじゃまします

　生活福祉資金「教育支援資金」は、所得の少ない世帯を対象に高校、高等専門学校、短期
大学、大学の学費等の貸し付けを行います。
 貸付対象となる世帯（以下の全てにあてはまる世帯）
　・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倍以下の収入）
　・世帯内の学生の高等学校や大学等への進学・在学にあたり、その学費の捻出のため他から
の融資を受けることが困難、または融資を受けても進学・在学が困難な世帯
 貸付内容
・貸付限度額
　　　教育支援費　高　校　　　　月35,000円以内
　　　　　　　　　高等専門学校　月60,000円以内
　　　　　　　　　短　大　　　　月60,000円以内
　　　　　　　　　大　学　　　　月65,000円以内
　　　就学支度費　500,000円以内
　・償還期間　　　20年以内
　・貸付利息　　　無利子
 申込み方法
・盛岡市社会福祉協議会にご相談ください。
　盛岡市社会福祉協議会在宅福祉課　TEL 651-1000
　盛岡市社会福祉協議会玉山支所　　TEL 683-2743
・修学する本人が借受申込人になり、同一世帯の生計中心者が連帯借受人になって申込みます。
　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。

　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（12月20日）。
　桑島博会長は「毎年、ありがとうございます。
大切に使わせていただきます」とお礼を述べ、盛
岡市社会福祉協議会からの感謝状を贈呈しま
した。

生活福祉資金教育支援資金貸付制度のご案内生活福祉資金教育支援資金貸付制度のご案内

真如苑東北本部様から
ご寄付をいただきました

進学の季節をひかえて

　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24年12月1日～平成25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　地域福祉課　
　　　　　　　　　　TEL 651-1000

福祉除雪
ボランティア募集

　盛岡市社会福祉協議会では、認知症高齢者、知的障がい、精神障がいなどで日常生活に不安を抱える方のために、福祉サービスの利用手続きの援
助や代行、各種利用料金の支払い代行などを行っています。

～日常生活自立支援事業～

社協特別賛助会員
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。
（平成24年10月20日～平成24年12月27日現在）

杜陵商事㈱ 名鉄観光サービス㈱
盛岡支店

認知症を寸劇でわかりやすく紹介する

昨年行われた北海道から東京までタスキを繋ぐリレーに参加

事例1
事例2

世代間交流事業、各地で開催

福祉の心をはぐくむ福祉の心をはぐくむ
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・生活支援員が自宅等を訪問して生活費のお届けや日常生活に必要な福祉サ
ービス等の支払い、書類作成の助言・援助などを行います。

［問い合わせ］盛岡市社会福祉協議会
　　　　　　在宅福祉課 651-1000

［知的障がい　50歳　男性　ひとり暮らし　Tさん］
　Tさんは知的障がいがあり、自分で金銭管理をしたことがなく、両親に頼っ
て生活してきましたが、その両親も高齢のため他界してしまい、一人で暮らす
ことになってしまいました。
　障害者年金と生活保護費を受給して生活をしていましたが、金銭管理を手伝
う人は誰もいませんでした。
　Tさんは、食事のほとんどを行きつけの飲食店で済ませていて、しだいにお
店の従業員と仲良くなっていきました。
　そしていつしか、そのお店の従業員に通帳と印鑑を預けるようになり、金銭
管理をお願いするようになっていました。しかし、Tさんにはお金が渡されず
公共料金の滞納が続き、ついにライフラインが止まってしまい、食事も摂れな
い状況になってしまいました。
　どうしようもなくなったTさんは、警察や障害者就業・生活支援センターに
相談して、通帳や印鑑などを変更することで、生活費を確保することができる
ようになりました。
　しかし、今後も金銭管理は自分でできないので誰かにお願いしたいという希
望があり、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を利用することになりまし
た。
　現在は、社会福祉協議会が計画的なお小遣いのお届けや、公共料金の支払い
などにより安定した生活を送ることができるようになりました。

　［高次脳機能障がい　40歳　男性　ひとり暮らし　Fさん］
　Fさんは、高次脳機能障がいのため短期記憶が欠落したり集中力が続かな
い、意欲が無いなどの症状がありました。
施設やグループホームで生活訓練を受け、障害者就業・生活支援センターの支
援を受けながらアパート生活をしていますが、昼夜が逆転して、夜はお金があ
ればお酒を飲みに出かけるということを繰り返した結果、お金を使い果たして
しまい、生活費が無くなってしまうということが度々あり、お金が無くなると
引きこもって何も食べないという状態になっていました。
　このような生活を改善するために、障害者就業・生活支援センターが金銭管
理について、社会福祉協議会に相談するよう勧めました。
　Fさんは、お金を計画的に使うことができないことを自覚しているのです
が、お金を使ってしまう自分を止められないため、いつも困っていました。
　日常生活自立支援事業を利用するようになってからは、お金を使いすぎるこ
とがなくなり、また、定期的に生活支援員が訪問するようになると、相談して
から買い物をするなど無駄遣いや浪費が少なくなり、安心して生活ができるよ
うになりました。

もりおか認知症サポーターズもりもり会
代　表　工藤克行さん（作業療法士）
事務局　佐藤美佳子さん（看護師）、高田恭平さん（事務）
電　話　019-662-3252
会　員　約15名

玉山区婦人チャリティーショー玉山区婦人チャリティーショー
　12月12日、玉山区女性団体協議会様から、去る
12月2日に開催された玉山区婦人チャリティー
ショーの益金150,000円が盛岡市社会福祉協議会
と盛岡市共同募金委員会に寄付されました。
　このチャリティ－ショーは、福祉活動の一環で毎
年12月に行われており、今年は歌やダンス、詩の朗

読など21演目が披露されました。

　市内の各地域で世代間交流事業が行われています。
　これは、子どもたちの健全育成、福祉教育の面から、福祉の心を持った、次代を担う人材
を育むことや、子どもから高齢者までが一緒に参加し交流を深め、隣近所のつながりが強く
なることで、犯罪や災害に強い町となることを目的として行っています。
　開催は、福祉推進会単位で行われ、今年度、すでに開催された地域は、西厨川、中野、
つなぎ、青山、米内、杜陵、山岸、太田、大慈寺、津志田、乙部、巻堀姫神となっています。
　お住まいの地域で開催される際は、ふるってご参加ください。

歳末たすけあい演芸会歳末たすけあい演芸会
　盛岡市歳末たすけあい演芸会実行
委員会様（盛岡地区更生保護女性の
会、盛岡市退職女性教職員の会、盛岡
市地域女性団体協議会、盛岡市母子
寡婦福祉協会）から、去る12月6日に開
催された演芸会の会場で、入場者から
寄せられた募金718,131円が盛岡市共
同募金委員会に寄付されました（12月
21日）。
　この演芸会は、ひとり暮らしや寝たきりの高齢者、重度の障害がある方、母子
・父子世帯の方 を々励ます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５４団体が参加し、踊りやコーラスなど華やかなステージになりまし
た。

東日本大震災義援金寄付者東日本大震災義援金寄付者
（盛岡市共同募金委員会扱い）（盛岡市共同募金委員会扱い）平成24年10月20日～平成24年12月14日
盛岡市社会福祉事業団 ･･････ 19,417円
玉山カラオケ愛好会 ･････････ 61,737円
盛岡市社会福祉事業団 ････････7,916円
盛岡アマチュアマジシャンズクラブ ･･ 12,700円

盛岡地区民謡連合会 ････････ 69,051円
ＪＡ新岩手女性部　玉山中央支部 2,500円
盛岡市社会福祉事業団 ････････1,609円
盛岡市立大慈寺小学校 ･･････ 10,662円

「かだっての会」紹介「かだっての会」紹介
　茶畑のマンショングリーンビレッジの会議室で開催されているふれあいサロン
「かだっての会」は、地域の民生委員が、マンションは長年にわたり隣近所の名
前も分からずまた住人の高齢化も進んできておりお互いの見守り支え合いを
することを考えて設立を呼びかけ、平成21年にマンション住人を中心に語らい
の場としてうまれました。
　お茶飲みやおしゃべり、季節に応じたイベント等を楽しみ、また色 な々方面か
ら講師を招くなどして生活に役立つ情報交換をしています。
　「かだって」とは盛岡弁で「入って」という意味の優しい言葉で、参加者の皆
さんは、その名のとおり和やかな空気に包まれ楽しいひと時を過ごしています。

開催日：毎月第2月曜日
周知方法：サロン終了後次回開催日予告と
　　　　　エレベーター出入り口掲示板にて
参加費：100円

Sサロン訪問サロン訪問サロン訪問 おじゃましますおじゃまします

　生活福祉資金「教育支援資金」は、所得の少ない世帯を対象に高校、高等専門学校、短期
大学、大学の学費等の貸し付けを行います。
 貸付対象となる世帯（以下の全てにあてはまる世帯）
　・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倍以下の収入）
　・世帯内の学生の高等学校や大学等への進学・在学にあたり、その学費の捻出のため他から
の融資を受けることが困難、または融資を受けても進学・在学が困難な世帯
 貸付内容
・貸付限度額
　　　教育支援費　高　校　　　　月35,000円以内
　　　　　　　　　高等専門学校　月60,000円以内
　　　　　　　　　短　大　　　　月60,000円以内
　　　　　　　　　大　学　　　　月65,000円以内
　　　就学支度費　500,000円以内
　・償還期間　　　20年以内
　・貸付利息　　　無利子
 申込み方法
・盛岡市社会福祉協議会にご相談ください。
　盛岡市社会福祉協議会在宅福祉課　TEL 651-1000
　盛岡市社会福祉協議会玉山支所　　TEL 683-2743
・修学する本人が借受申込人になり、同一世帯の生計中心者が連帯借受人になって申込みます。
　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。

　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（12月20日）。
　桑島博会長は「毎年、ありがとうございます。
大切に使わせていただきます」とお礼を述べ、盛
岡市社会福祉協議会からの感謝状を贈呈しま
した。

生活福祉資金教育支援資金貸付制度のご案内生活福祉資金教育支援資金貸付制度のご案内

真如苑東北本部様から
ご寄付をいただきました

進学の季節をひかえて

　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24年12月1日～平成25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　地域福祉課　
　　　　　　　　　　TEL 651-1000

福祉除雪
ボランティア募集

　盛岡市社会福祉協議会では、認知症高齢者、知的障がい、精神障がいなどで日常生活に不安を抱える方のために、福祉サービスの利用手続きの援
助や代行、各種利用料金の支払い代行などを行っています。

～日常生活自立支援事業～

社協特別賛助会員
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。
（平成24年10月20日～平成24年12月27日現在）

杜陵商事㈱ 名鉄観光サービス㈱
盛岡支店

認知症を寸劇でわかりやすく紹介する

昨年行われた北海道から東京までタスキを繋ぐリレーに参加

事例1
事例2

世代間交流事業、各地で開催

福祉の心をはぐくむ福祉の心をはぐくむ
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地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。
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　あけましておめでとうございます。
　震災から間もなく２年になろうとしていますが、かわいキャンプのボランティア活動も
変わってきています。
　仮設住宅から転居する方の引越し、ふれあいサロンの趣味活動のお手伝いなどが主な活
動となっています。活動の様子は、かわいキャンプホームページのブログで紹介していま
すので、ご覧ください。
　さて、これから寒さも厳しくなっていきますが、福祉除雪の活動も忙しくなる時期です。今年も
除雪が困難な市民の暮らしを支援する除雪ボランティアさんをお待ちしています。（Ｋ）

広告スペース

表紙

縦64mm×横243mm

福祉もりおか広告募集

お詫びと訂正

福祉もりおか　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125,200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

先号（24年11月15日号／NO．163）の1面「第51回盛岡市社会福祉大会表彰者」
の記事中、「古神道真理教都南教会」は、正しくは「古神道神理教都南教会」でし
た。お詫びして訂正いたします。

催し案内

ホームヘルパー募集
　盛岡市社会福祉協議会では、次のヘルパーステーションで働くホームヘルパーを募集します。
必要資格：ホームヘルパー２級以上または、介護福祉士資格
雇用形態：非常勤（20分間400円）
募集人数：若干名
勤 務 地：月が丘ヘルパーステーション（月が丘３-7-5）、
　　　　　 盛岡駅西口ヘルパーステーション（盛岡駅西通1-2-2）
　詳しくは月が丘ヘルパーステーション（TEL 645-5125）、盛岡駅西口ヘルパーステー
ション（TEL 653-3013）へお問い合わせください。

　災害時に自分の身は自分で守る「自助」、みんなで支え合い・助け合う「共助」
を楽しく遊びながら学べる「学ぼう災!!」を開催いたします。
　皆さんお誘いあわせの上ご参加ください。
日時・会場：1月26日（土）　玉山総合福祉センター　2F研修室
　　　　　　2月  9日（土）　西部公民館　第一研修室
　　　　　　2月16日（土）　上田公民館　第一集会室
　　　　　　2月23日（土）　キャラホール　視聴覚室
時 間：全日　午前9時30分～12時
対 象：地域活動に携わっている方
　　 　小学生以上、興味のある方
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 651-1000

学ぼう災！！ 楽しく学べる自助・共助

《高齢者無料職業紹介所》（予約不要）
求　　　職：働く能力と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：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 談日時：月～金曜日　午前8時30分～午後5時（国民の休日、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 談日時：月・水曜日　午前10時～午後4時（国民の休日、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 談日時：2月15日（金）午前10時～午後4時
　　　　　　3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 談日時：2月13日（水） 午前10時～午後3時
　　　　　　3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

盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内　TEL ６５１－１０００

社会福祉協議会の相談窓口

●一般寄付
　社会福祉のために
　　西青山二丁目老人クラブ「さつき会」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,100円
　　ゴルフサークルきらく会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62,130円
　　吉田太陽歌謡会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円
　　めだかの会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　真如苑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
　　女声合唱コーロ・シュプール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　岩月福田会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
　　玉山区女性団体協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　智田医院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　舟田2自治会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,100円
　　山崎ミヨ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円
　総合福祉センター補修準備積立金として
　　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
　復興支援ボランティアのために
　　被災地支援施設建設プロジェクト　もりおか実行委員会・・・・・74,627円
●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、シーツ等166点
　被災地支援のために
　　川崎市役所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・除雪機1台

　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24年10月20日～平成24年12月27日現在（敬称略）

　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7日(木) 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　盛岡市玉山総合

事務所隣接）
定　　員：8名（定員に達し次第締め切り） 
相談時間：1人30分以内
予 約 先：盛岡市社会福祉協議会玉山支所　TEL 683-2743 

相続相談・登記相談 　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：2月25日（月）
　　　　　送迎バス　玉山総合福祉センター発9：00　盛岡市総合福祉センター発9：50
場　　所：「清温荘」（盛岡市繋）
対 象 者：盛岡市内にお住まいで、在宅生活を送る寝たきり等の高齢者や重度障がい

者を介護している家族の方
参 加 費：無料
募集人員：25名（定員となり次第締め切ります）
内　　容：「日頃の疲れを解消！」フットケア講習会（講師：中田幸恵先生）、交流会（昼食）
申し込み先：盛岡市社会福祉協議会　TEL651-1000
　　　　　受付開始は、1月25日（金）午前10時からとなります。

“家族介護者リフレッシュ交流会”参加者募集

　身体に障がいのある盛岡市民を対象に、ボウリング大会を開催します。
日　　時：3月10日（日）午前10時～
場　　所：ビッグハウス・スーパーレーン（津志田町1-1-10）
参 加 費：500円（貸靴料は各自負担）
内　　容：２ゲームトータルのスコアにより総合優勝のほ

か、障がい別に表彰
申し込み先：2月28日（木）までに、盛岡市身体障害者スポー

ツ推進協議会（小野時雄方）TEL/FAX 622-6507、
または盛岡市身体障害者協議会（TEL/FAX 651-3336　火、木、金の午前10
時～午後2時）へお申し込みください。

第38回市長杯争奪身障者ボウリング大会

　ボランティア活動をしている方、ボランティア活動に興味を持っている方の情報交
換会を開催します。どなたでも参加できます。
日　時：2月16日（土）午後1時30分～
場　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
内　容：講演、ボランティア活動に関する情報交換
申し込み先：2月12日（火）までに、盛岡市社会福祉協議会地域福祉課（TEL 651-1000）へ
　　　　　　お申し込みください。　　　　

第3回ボランティア交流会

　盛岡市にお住まいの70歳以上の方を福祉茶会にご招待します。
日　時：3月3日（日）午後1時～
場　所：杜陵老人福祉センター（南大通1-7-5）
申し込み先：招待券をご希望の方は、盛岡市社会福祉協議会（TEL 651-1000）へ
　　　　　　お申し込みください。

市民福祉茶会

　盛岡市社会福祉協議会では、「ボランティア活動をしてみたい」、「ボランティアを知りたい」
という方を対象に初心者向けボランティア入門講座を開催します。今回は「サロン活動と地
域」をテーマに開催します。
期　日：2月26日（火） 午前10時～午後4時
対　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
内　容：ボランティアに関する講話、体験、交流会など
参加費：無料
場　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
定　員：30名（定員になり次第締め切り）
申し込み先：2月15日までに、盛岡市社会福祉協議会（TEL 651-1000）へ　　
　　　   　　お申し込みください。

初心者向けボランティア入門講座受講者募集

沿岸でのボランティア活動拠点施設沿岸でのボランティア活動拠点施設

　現在かわいキャンプが行っている活動
は、サロン活動が中心となっています。主
な活動場所は宮古市、山田町の仮設住
宅集会所。活動内容は、ハガキに筆で
絵を描いて作る絵手紙や、プラスチック

のシートに絵を描き、オーブントースターで加熱し収縮させて完成するキーホルダー作りな
どのほか、様々なメニューを用意しています。
　また、大槌町では「男性向けのサロン」として囲碁や将棋、麻雀、オセロを楽しんでい
ただいています。そこでかわいキャンプでは、囲碁、将棋、麻雀、オセロのできる方を募集
しています。
　このほか、引き続き側溝の泥出しや引っ越しなど、屋外での活動も行っていますので、
こちらの方もご協力をお願いします。

新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶

　謹んで年始のご挨拶を申し上げます。
　市民の皆さまには、新しい年をお健やかにお迎えのこととお慶び申し上げますととも
に、日頃から本会の運営並びに事業推進にあたり温かいご理解とご支援を賜り、厚くお
礼申し上げます。
　一昨年の3月11日に発生した東日本大震災から1年10カ月を経過しましたが、被災された皆様にはこれまで
のご心労を心からご慰労申し上げます。
　さて、長びく経済不況は未だ回復の兆しを見せず、社会福祉を取り巻く環境も厳しさが増すばかりでござい
ます。そのような中で誕生した新政権の手腕に期待しながらも、社協に課せられた使命である「誰もが地域で
安心して暮らすことができるまちづくり」については揺るぎなく推進していく所存でございます。今後とも、市民の
皆さま、関係各位の温かいご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　終わりに、皆さま方のご健康と被災地の一日も早い復興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。

　謹んで年始のご挨拶を申し上げます。
　市民の皆さまには、新しい年をお健やかにお迎えのこととお慶び申し上げますととも
に、日頃から本会の運営並びに事業推進にあたり温かいご理解とご支援を賜り、厚くお
礼申し上げます。
　一昨年の3月11日に発生した東日本大震災から1年10カ月を経過しましたが、被災された皆様にはこれまで
のご心労を心からご慰労申し上げます。
　さて、長びく経済不況は未だ回復の兆しを見せず、社会福祉を取り巻く環境も厳しさが増すばかりでござい
ます。そのような中で誕生した新政権の手腕に期待しながらも、社協に課せられた使命である「誰もが地域で
安心して暮らすことができるまちづくり」については揺るぎなく推進していく所存でございます。今後とも、市民の
皆さま、関係各位の温かいご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　終わりに、皆さま方のご健康と被災地の一日も早い復興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。
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3月までの社協事業
-----------------------------------------------------1月---------------------------------------------------
１月４日　 仕事始め
　　７日　 民生児童委員定例地区会長会
　　17日　民生児童委員研修会
　　20日　盛岡市子ども会議
　　26日　自助共助講座「学ぼう災!!」
　　30日　シルバーメイト全体研修会
-----------------------------------------------------2月---------------------------------------------------
２月１日　民生児童委員定例地区会長会
　　７日　相続・登記相談（玉山区）
　　９日･16日･23日　自助共助講座「学ぼう災!!」
　　15日　盛岡市老人芸能大会
　　16日　ボランティア交流会
　　25日　家族介護者リフレッシュ交流会
　　26日　初心者向けボランティア入門講座
------------------------------------------------------3月--------------------------------------------------
３月１日　 民生児童委員定例地区会長会
　　３日　 市民福祉茶会
　　17日　市子ども会連絡協議会世話人研修会

日　時：平成25年2月15日（金）
　　　  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

雪かきボランティアを
派遣します

雪かきボランティアを
派遣します

■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
　　問い合せ、申し込み先：盛岡市社会福祉協議
会地域福祉課　TEL 651-1000　

■利用にあたって　無償で活動できる地域が限
られているため、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、
あらかじめご承知おきください。

■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
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に必要最低限の範囲
　　問い合せ、申し込み先：盛岡市社会福祉協議
会地域福祉課　TEL 651-1000　

■利用にあたって　無償で活動できる地域が限
られているため、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、
あらかじめご承知おきください。

市内の60歳以上の方々による
芸能大会を開催します。

　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
ています。

　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
ています。

盛岡市
老人芸能大会

昨年度の大会の様子写真は昨シーズンの雪かきボランティア活動の様子

かわいキャンプから

　11月10日、玉山区城内学童クラブの子ども達が丹精込めて
育てたリンゴがかわいキャンプに届きました。「絆」や「ありがとう」
など、子ども達からのメッセージが入ったリンゴの到着に、滞在中
のボランティアさんたちも喜んでいました。


	1
	2
	3
	4

