
＜盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内　６５１-１０００＞
《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：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：月・水・金曜日　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：9月19日（金）午前10時～午後4時
　　　　　10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

《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：10月8日（水）午前10時～午後3時
　　　　　11月12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

社会福祉協議会の相談窓口

●一般寄付
　社会福祉のために
　　絆の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　都南混声合唱団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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
　高齢者福祉のために
　　フジモトＨＤ株式会社・・・・・・・・・・・・・車イス2台、うなずきかぼちゃん2体
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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26年6月24日～平成26年8月21日現在（敬称略）

催し案内　9月～11月

　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：10月30日（木）～10月31日（金）1泊2日　
場　　所：愛真館（盛岡市繋字塗沢40-4）
対 象 者：盛岡市内にお住まいで、要介護3以上の高齢の方や要介護1以上の認知症の方を
　　　　　自宅で介護している方。
参 加 費：無料
募集人員：30名（定員になり次第締め切ります）
内　　容：在宅介護における「食」をテーマとした講話、参加者交流会など
申し込み：盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000
　　　　　受付開始は、10月6日（月）午前10時からとなります。

■災害に備えるボランティア研修会
　赤十字奉仕団の指導による炊き出し体験や講話などの内容の研修を行います。
日　　時：11月8日（土）午前10時30分～午後1時30分
場　　所：ふれあいランド岩手
参 加 費：無料
定　　員：50人
持 ち 物：お米1合（炊き出し体験に使用）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000
申込期限：10月24日（金）
主　　催：盛岡市ボランティアコーディネートセンター

　盛岡市社会福祉協議会では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（時給1,200円～）
募集人数：若干名
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）
問い合わせ：盛岡駅西口ヘルパーステーションTEL 653-3013
　　　　　月が丘ヘルパーステーションTEL 645-5125

福祉もりおか 盛岡市若園町2-2  盛岡市総合福祉センター
TEL：０１９（６５１）１０００  FAX：０１９（６２２）４９９９
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国体筆談ボランティア募集

家族介護者リフレッシュ交流会 参加者募集

ホームヘルパー募集

　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

運転ボランティア募集

　希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会事務局では、平
成28年度に開催する「希望郷いわて国体」及び「希望郷いわて大
会」において、耳が聞こえにくい、または聞こえない選手・役員及び観
客の方々に対し、開・閉会式及び競技会場等において筆談による情
報の伝達や案内等を行う、「情報支援ボランティア」を募集します。
　詳細は、「希望郷いわて国体・希望郷いわて大会ホームページ」を
ご覧いただくか、希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会
事務局までお問い合せください。
募集期間：平成26年10月１日（水）から平成26年11月30日（日）まで
募集要件：・平成９年４月１日以前に生まれた方
　　　　　 （平成27年４月１日時点で18歳以上、高校生を除く）
　　　　　・筆談に関心のある方
問い合わせ：＜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 019-629-6495　FAX 019-629-6484　
　　　　　Eメール AA0007@pref.iwate.jp

　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行います。　
日　　時：第１回　平成26年9月25日（木） 午前10時～午後3時
　　　　　第２回　平成26年11月26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か月前から予約を開始します。
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

弁護士による無料法律相談

地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

　前回171号で掲載した「ひまわりdeつながろうプロジェクト」のひまわり。あれからすくすく育
ち夏の盛りには見事な花を咲かせ、皆を笑顔にしてくれました。
　さて、暦は秋。よく「天高く馬肥ゆる秋」と耳にします。夏の高気圧は海上で発生し空気中の水
蒸気などが太陽の光を乱反射し空が白っぽく見えがち。また秋の高気圧は大陸から移動してき
ているもので空気は乾いていて、青空も澄みわたる。秋の空が高いと言われる理由には気象条
件が関係しているようです。空気が澄んでいるので天体観測にも適しているとのこと。今秋は、空
に癒される時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。（S）

■盛岡市ボランティアまつり「ふれあい広場」
日　　時：9月21日（日）　午前10時～午後2時30分
場　　所：ふれあいランド岩手（三本柳8-1-3）
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
内　　容：ステージ発表、ボランティア体験、屋台村、福祉施設販売、ふれあいバザー、
　　　　　 スタンプラリー、児童の似顔絵の展示など
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL651-1000

■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：11月2日（日）午後1時から
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）
　　　　（お１人様１枚まで）
※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。

　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39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：11月５日（水）
　　　　　午前10時から午後1時まで
開催場所：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　市役所高齢者支援室内
　　　　　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24日（水）必着
問い合わせ：市役所高齢者支援室　TEL 651-4111 内線3566

■第51回盛岡市老人作品展
期　　日：10月21日（火）から23日（木）まで
　　　　　午前10時から午後5時まで
場　　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
主　　催：盛岡市老人クラブ連合会・盛岡市・盛岡市社会
　　　　　福祉協議会
内　　容：写真・絵画、書道、手芸、工芸等
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課 TEL 651-1000

昨年の作品展の様子

老人の意見・発表作品を募集

金婚慶祝会のご案内

「老人の意見発表大会」で発表する作品を募集します。
発表大会日時：11月14日（金）　午後1時30分～3時30分
大会会場：盛岡市民文化ホール　大ホール　
対　　象：市内在住の60歳以上の方。ただし過去5年以内に発表した人を除く。
テ ー マ：①わたしの生きがい・特技　②わたしの夢・希望　③若者に伝えたいこと
　　　　　④高齢者の役割　⑤地域活動に参加して　⑥その他自由主題─の中から　　
　　　　　いずれか一つ
応募様式：原稿を2,000字以内にまとめること。作品は自作未発表、他の作品募集等の
　　　　　重複応募は認めません。
応募方法：作品に題名と住所、名前、生年月日、職業、電話番号を記入し、９月26日（金）
　　　　　までに〒020-8530（住所不要）市役所高齢者支援室へ郵送またはご持参ください。
　　　　　当日消印有効。
問い合わせ：市役所高齢者支援室　TEL 651-4111　内線3566・3569

　今年も盛岡市のボランテ
ィアまつりをふれあいランド
岩手で行います。
　おいしい食べ物がいっ
ぱいの屋台村やバザー、子
どもが楽しめる子どもランド
等があります。また、今回は
復興支援ネットワークの主
催で「あの街に桜が咲けば」の上映会と小川光一監督
のトークショーも行われます。さらに児童から集まったおじ
いちゃん・おばあちゃんの似顔絵の展示もあります。ぜひ
お誘い合わせの上、ご来場ください。

　今年も10月１日から共同募金が始まります。
　共同募金運動は、都道府県ごとに行われており、災害の時などの例外を除
き、集まった募金はその県内で使いみちが決められます。また、昨年8月、9月
のつなぎ地区、玉山地区の大雨災害等では災害復旧の支援活動にもあてられま
した。寄付した皆さんの地域で役立てられている募金です。

　この募金は、民間の福祉施設、福祉作業所等の施設整備事業等、社会課題を解決するための活動や、
町内会などが取り組む防災福祉マップづくり、住民参加の地域福祉活動計画づくり、ＮＰＯ法人やボラ
ンティアグループが行う地域福祉活動、社会福祉協議会が実施する地域福祉事業
等、様々な地域課題を解決するための活動を行う団体に対して助成されます。
　今年も戸別募金、街頭募金、学校募金、職場募金などでのご協力をよろしくお
願いします。

̶赤い羽根共同募金が始まります̶

「じぶんの町を良くするしくみ」「じぶんの町を良くするしくみ」

赤い羽根 ありがとう メッセージ赤い羽根 ありがとう メッセージ

「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」の実現に向けて、多くの
市民が地域福祉活動への理解を深め参画する機会とするとともに、これまで社会福祉の発
展に功績のあった個人・団体を表彰し、感謝の意を表することを目的に開催します。
日　　時：平成26年10月28日（火）　午後1時～午後4時10分
会　　場：岩手県民会館　大ホール
内　　容：社会福祉功績者表彰、福祉作文・標語最優秀賞表彰及び朗読、記念講演
入 場 料：無料
記念講演：演 題 「幸せ探し　お爺さんの歌入りお伽噺「ふなや」」
　　　　　講 師　常田富士男氏（俳優・声優・ナレーター）

入場整理券（無料）が必要です。満席の際には入場をお断りする場合がございます。
　入場整理券は9月16日(火)から次の窓口で配布します。盛岡市役所1F、
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、川徳デパート、
フェザン･プレイガイド、プラザおでって
問い合わせ　盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000

【講師プロフィール】
　長野県下高井郡生まれ。熊本県阿蘇郡南小国町出身。
舞台活動の他にも映画・ラジオ・レポーター・声優とし
ても活躍し、平成7年には第三十回モービル児童文化賞
を「まんが日本昔ばなし」で受賞。

第53回 盛岡市社会福祉大会

※ 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。

※お車でお越しの際は、盛岡赤十字病院一般駐車場へ駐車をお願いします。
　なお、駐車場のスペースに限りがありますので、係員の誘導に従ってください。

ふれあい広場ふれあい広場
ボランティアまつり ボランティアまつり 

日　時：平成26年9月21日（日）
　　　　午前10時～午後2時30分
場　所：ふれあいランド岩手（三本柳8-1-3）

昨年のボランティアまつり
ふれあい広場の様子

ご協力をよろしくお願いします。ご協力をよろしくお願いします。

（車椅子等利用者への「良い環境」を

提供するため、バリアフリー化等作業場

の改修）この度共同募金会の助成によ

り、トイレ・作業場等の改修ができました。

「作業場もきれいにできて、これからはた

くさん売りたい」「新しくて気持ちがい

い」と皆期待に胸ふくらませております。

募金してくださった皆様の善意にこたえ

られるよう、これからも頑張っていきたい

と思います。本当にありがとうございまし

た。大切に使わせていただきます。

（一般社団法人 夢現舎ほのぼのホーム

　夢現舎ほのぼのホーム）

（高齢者及び地域住民を対象とした情
報機器の整備事業）赤い羽根共同募
金からの助成により、西厨川地区福祉
推進会に情報機器を整備することがで
き、高齢者等の地域活動の推進を積極
的に推し進めていくことができます。
　おかげさまで地域の高齢者が「生き
がい」と「健康づくり」のための各種事
業の開催や地域活動を速やかにカラフ
ルなパンフレットで周知し、地域の活性
化事業を推進することができ、私たちの
活動の励みにもなっています。
（西厨川地区福祉推進会）

（地域福祉活動用機器整備事業）私たちの地域は高齢化が進み、若者も少なくなっている中、高齢者の見守り活動や子ども達との交流を通じて、地域の中で安心して暮らせるよう各種事業を展開しています。活動も年々充実して、昨年度は春のクリーン作戦から始まり、地区民運動会、ふれあい座談会、敬老会、世代間交流などにたくさんの参加をいただくことができました。
　これからも、地域の皆さんが連携して福祉のまちづくりに取り組めるよう広報活動などの情報発信の手段として活用させていただきます。
（巻堀姫神地区福祉推進会）

昨年の街頭募金の
様子



　「このほかにも、
何もしないけどあ
たたかく見守って
くれている人た
ち、走っている車
から手を振って励
ましてくれる人た
ち、こういった人
たちのお陰で続
けてこられたと
思っています」と代表の長谷川さん。
　「盛岡世代にかける橋」の活動は、このほか、区界高原子ども
の丘で行われる夏休み中の林間学校、冬休み中の「雪の学校」
などがあり、その内容は楽しいけど子どもたちにとってはややハー
ドなプログラム。不便だったり痛かったり寒かったり、日頃の暮らし
の中ではできない体験をすることで逞しく育ってほしい。また、本気
で遊ぶ状況の中で仲間同士が励まし合い、工夫し合って乗り越
えていくことを体得してほしい、そんな思いが込められています。
　「盛岡世代にかける橋」が活動を始めて半世紀あまり。スタッフ
のほとんどは、かつて子どもとして参加し、その後も活動に参加し
て子どもたちとのふれあいの仕方を体験的に学んできた人たち。
子どもたちの環境が変わり、中堅スタッフたちのことばにも時代の
移り変わりが感じられると言います。長谷川さんは「ここをうまく繋
いで次の世代にいいものを伝えていく。まさに世代にかける橋そ
のものです」と話しています。
　（「盛岡世代にかける橋」の活動は2009年1月号で紹介しまし
た。今回はスタッフの様子を中心に紹介しました）

　「盛岡世代にかける橋」が主催するイベント「100キロ歩い
て海を見よう！」が今年も10月11日㈯～13日㈪に行われます。盛
岡市内丸をスタートし、国道106号に沿って宮古市浄土ケ浜ま
で、約100キロメートルを2泊3日で歩き通す。
　このイベントには例年50～70人の子どもたちが参加します。
そして、これをサポートする大人たちもほぼ同数。副代表の伊
藤純さんを中心に医師、看護師をはじめ、「盛岡世代にかける
橋」スタッフ、呼びかけに応じて参加する大学生ボランティア、
宿泊地や沿道でサポートしてくれる地元の人々、そして先導
車、救援カー、搬送車などが伴走。
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もっとひろがれ

ボランティアの輪

時代を越えて子どもたちと向き合う…
盛岡世代にかける橋
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盛岡世代にかける橋
　代　表　長谷川　正さん
　電　話　019-623-2030
　会　員　約50名

あ り が と う ご ざ い ま す
アーク㈱
㈱アイヴィック
相光電気㈱
㈱アイシーエス
㈱愛真館
㈱ＩＢＣ岩手放送
㈱アイ不動産
青葉化成㈱盛岡営業所
社団医療法人 赤坂病院
㈱赤澤紙業
税理士法人秋山会計事務所
アクア工業㈱
㈱あさ開
（資）東家
アベイルエイド㈱
ＡＬＳＯＫ岩手㈱
㈱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㈱

㈱岩鋳鋳造所
㈱岩手朝日テレビ
学校法人岩手医科大学
㈲岩手架設工業
㈱岩手金属工業会館
㈱岩手銀行
岩手県厚生農業協同組合連合会
（一社）岩手県歯科医師会
(一社)岩手県私立幼稚園連合会
岩手県森林組合連合会
（一社）生命保険協会　岩手県協会
（一社）岩手県治山林道協会
㈱岩手県農協情報電算センター
岩手県農業協同組合中央会
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
岩手県北自動車㈱
(一財)岩手県民共済会
（一社）岩手県木炭協会
㈱岩手互助センター

岩手自動車塗装㈱
岩手自動車販売㈱
（特医）智徳会  未来の風せいわ病院
岩手建物管理㈱
岩手トヨタ自動車㈱
岩手トヨペット㈱
㈱岩手土木コンサルタント
㈱岩手日報社
㈲岩手日報都南センター
岩手日野自動車㈱
㈱岩手フジカラー
㈱岩手ホテルアンドリゾート
㈱岩手めんこいテレビ
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
梅津医院
㈱エステーモータースクール
エビー㈱

㈱エフエム岩手
㈱大坂工務店
岡田電気㈱
（資）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㈱
㈱川徳
協積産業㈱
㈱北東北第一興商
北日本機械㈱
㈱北日本銀行
㈱木津屋本店
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

㈲佐々寅青果
㈱佐藤被服
医療法人社団 恵仁会 三愛病院
㈱三伸鋼機
サンリード東北㈱
昭和パックス㈱盛岡工場
四季亭
Ｊ．ウォーター㈱
㈱寿広
㈱ジョイス
㈲セーコー印刷
清水寺
全国共済農業協同組合連合会岩手県本部
㈱総合安心サービス企画
㈱ＴＥＣ 総合教育センター学院
㈲曽我工務店
㈱高光建設
㈱田澤洋紙店
㈱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
（資）中央自動車学校
中央土地㈱
㈲直利庵
㈲漬物みゆき
寺岡ファシリティーズ岩手㈱
㈱テレビ岩手
天晶堂都南店
樋下建設㈱
㈱東山堂
㈱東北イワヤ
㈱東北銀行
東北電話㈱
㈱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㈱
都南金融団(岩手銀行都南支店内)

㈱都南建設
医療法人財団 仁医会 都南病院
㈱トヨタレンタリース岩手
㈱トライス
杜陵高速印刷㈱
杜陵商事㈱
㈱土木技研
中亀建設㈱
㈱日興産業
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
㈲パールドライ
東野建設工業㈱
㈱ヒヤマフォトスタヂオ
㈱広田薬品
ビューテーサービス㈱

福田機械㈱
㈲福田パン
富士水工業㈱
㈱ふるさと交通
㈱富士屋印刷所
㈲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㈱
㈱北星
㈱ホテルロイヤル盛岡
前川商事㈲
㈱丸一魚類
丸モ盛岡中央青果㈱
みちのくｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱盛岡営業部
㈱道又時計店
㈱三ツ星商会
学校法人盛岡学園 みなみ幼稚園
㈱宮田燃料

名鉄観光サービス㈱盛岡支店
㈱メガネの水晶堂
㈱メガネの松田
㈱恵工業
モトモチ商事㈱
盛岡医療生活協同組合 川久保病院
盛岡カイハツ生コンクリート㈱
社会医療法人みやま会　盛岡観山荘病院
盛岡ガス㈱
盛岡ガス燃料㈱
㈲盛岡消防設備点検センター
一般社団法人　盛岡市医師会
（一社）盛岡市歯科医師会
盛岡信用金庫
㈲盛岡自動車学校
㈱盛岡清掃センター
盛岡ターミナルビル㈱
㈲盛岡タイムス社
盛岡地域農業共済組合
盛岡地区タクシー業協同組合

社団医療法人 盛岡繋温泉病院
盛岡糖粉㈱
盛岡ニッタン㈱
㈱盛岡窓枠
盛岡遊技業組合
㈲盛都冷機
㈱ヤシマ部品
横河電子機器㈱
吉久産業㈱
㈱吉田印刷
㈱吉田測量設計
㈱米内青果
菱和建設㈱
渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科
㈱渡辺設計事務所

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26年8月4日現在】（敬称略・50音順）

子どもたちを先導するスタッフ

5キロチェック地点、子どもたちを励ます

学校、職場などで学校、職場などで キャップハンディ体験を
してみませんか
キャップハンディ体験を
してみませんか

　山岸五丁目サロンは今年の４
月にできたばかりの新しいサロン
です。閑静な住宅街の中にある
公民館を利用し、自由な雰囲気
の中でいろいろなメニューを楽
しんでいます。
　地域での少子高齢化や家族
数の減少化を懸念した民生委
員が町内会や老人クラブに働き
かけ、身近な場所での仲間づく
りと、お互いの見守りや支え合い

をすることの提案をしました。その結果、たくさんの方々の協力を仰ぎながら地域力
のアップ につながっています。

開催日時：毎月第２・第４月曜日、午前10時～12時 
場　　所：山岸五丁目公民館
活動内容：手芸、軽体操、ゲーム、情報交換ほか（地域の才能の持ち主に交代で
　　　　　講師をお願いしています）
対　　象：町内どなたでも参加自由
会　　費：無料

「山岸五丁目サロン」「山岸五丁目サロン」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

各地で地区福祉懇談会 現在と今後の地域課題話し合う現在と今後の地域課題話し合う
　盛岡市社会福祉協議会と盛岡市では、高齢化の進展とともに今後ますます増加していくと思われる高齢者世帯、単身世帯、認知症高齢者などへの支援体制の構築が必要で
あると考えております。10年後の予想される盛岡市の状況について市民の皆様にお伝えし、現在の状況と今後の地域課題について市民の皆様と一緒に考え、「安心・安全に生活
できる地域」を目的とした地区福祉懇談会を開催しております。
　これまでに、見前、津志田、永井、飯岡、乙部、巻堀姫神、玉山薮川の地区で開催されました。すでにまとめが終了している見前地区・津志田地区・永井地区の3地区の福祉懇談
会の様子をお伝えします。

　今後の開催地区と期日については、下記のとおりです。なお、盛岡市社会福祉協議会のホームページでもお知らせします。

渋民地区

北厨川地区

好摩地区

青山地区

みたけ地区

本宮地区

玉山総合福祉センター

北厨川老人福祉センター

好摩地区コミュニティセンター

青山地区活動センター

みたけ地区活動センター

本宮地区活動センター

※開催時間につきましては全日18:30～20:30です。見前地区での懇談会 永井地区での懇談会

　社会福祉協議会では、市内の小学校、中学校を中心に総合学習の時間を使って車いす
体験やアイマスク体験、高齢者の疑似体験などの総合学習の支援を行っています。
　体験した児童、生徒からの感想では、「街で困っている人がいたら声をかけたい」「地域
の高齢者の方ともっと交流をしたい」などの声も聞こえております。
　盛岡市社会福祉協議会では、学校だけでなく町内会、自治体、企業等にも職員の派遣を
行っております。社員研修の一環として取り入れている企業もあります。車いす操作や高齢
者理解は、普段の業務にも役立ちますので、盛岡市社会福祉協議会へお気軽にお問い合
わせください。
○今年度職員の派遣を行った学校
城南小学校、厨川小学校、緑が丘小学校、米内中学校、盛岡南高等学校、都南幼稚園、
太田小学校、第一学院高等学校盛岡キャンパス
○貸出可能なもの
　高齢者疑似体験セット
子ども用10セット、大人用5セット、白杖・アイマスク50セット、車いす（台数につきましては、お
問い合わせください。）
○体験日時
　土、日、夜間（18時以降21時未満）も対応できますのでご相談ください。
　申し込みを希望される方は、希望日の3週間前までに社会福祉協議会地域福祉課まで
にご連絡をお願いいたします。
　盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　Tel 651-1000

  9月25日(木)

10月  7日(火)

10月  9日(木)

10月21日(火)

10月23日(木)

11月  6日(木)

　8月5日、6日の2
日間、盛岡市高
校生ボランティア
スクールが行わ
れ、市内の高校
生8名が参加し
ました。このボラ
ンティアスクール
は高校生にボラ
ンティア、福祉を
身近に感じてもらうことを目的として開催されています。
　内容としては、キャップハンディ体験や手話体験、応
急手当講習を行いました。参加した高校生からは普段
体験することはできないことが出来た、これから街で
困っている人を見かけたらこの経験を活かして手助け
したい、などの声が上がっていました。

ボランティア
募　　　  集

認定ＮＰＯ法人
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
認定ＮＰＯ法人もりおか配食サービス
TEL／648-8810 　FAX／648-8811
E-mail　
moriokahaisyoku@fork.ocn.ne.jp

好摩児童館 スイカ割りお楽しみ会好摩児童館 スイカ割りお楽しみ会
　好摩児童館（阿部由美子館長、児童106名）では、『スイカ割り』を行いまし
た。
　集まった子供たちは、スイカを見て「大きいね。割れるかな。」の声。
　目隠しをし、低学年は5回、高学年は10回まわってから進みました。恐るおそ
る進んだり、違う方向に進んだりもしましたが、お友達の声の誘導で、最後は
見事スイカを割ることが出来ました。みんなで割ったスイカは一段と美味しく、
夏の楽しいひと時を過ごしました。

第40回盛岡市老人スポーツ祭典第40回盛岡市老人スポーツ祭典

盛岡市障がい者スポーツ大会盛岡市障がい者スポーツ大会

高校生ボランティアスクール高校生ボランティアスクール
　7月27日、盛岡市アイスア
リーナで盛岡市子ども会ス
ポーツ大会(市子ども会育
成会連絡協議会主催)が
開催され、予選を勝ち抜い
てきた全15チームが熱戦
を繰り広げました。今年の
結果は、優勝がんばかまは
み(城南小学校)、準優勝
門ブラック(中野小学校)、
第3位黒松ドッジ(松園小
学校)、本宮三丁目子ども
会(本宮小学校)、大会会
長賞高松二丁目北区子ど

も会(上田小学校)、敢闘賞が上堂子ども会(青山小学校)
でした。

　7月9日、岩手県営運
動公園陸上競技場で
第40回盛岡市老人ス
ポーツ祭典が開催され
ました。
　市内各地から約900
名の選手が集い、個人
種目の徒競走やチーム
ワークが重要となる各
種団体競技など8つの競技を通じて、交流を深めました。
　今年度の結果は、優勝が本仙地区チーム、準優勝が
青山地区チーム、第3位は玉山地区チームでした。
　雨が降ったり止んだりの中での開催でしたが、選手の
皆さんはとても元気に活躍していました。また、今大会も昨
年同様、盛岡大学附属高等学校と盛岡中央高等学校の
生徒にボランティアとしてご協力いただきました。

第43回 盛岡市子ども会スポーツ大会第43回 盛岡市子ども会スポーツ大会

地域福祉ワークショップで出された主な課題 地 区 地区福祉懇談会で話し合われたこと 

 

・地域内での情報共有

 

・企業、行政との連携

 

・若者の地域交流の活発化
 
・地域内での交流を増やす

 

・高齢者への支援

 

・除雪（高齢者宅・通学路）

見前地区
（7月15日）

・地域での行事を増やす
・若者に地域の活動へ参加してもらう
・町内会等の組織と地域住民との連携
・ボランティアで支え合い

津志田地区
（7月17日）

・地域での挨拶運動の重視
・町内会役員の後継者の養成
・子どもの地域活動への参加
・地域内での除雪活動

永井地区
（7月23日）

・町内会活動・行事の活発化
・近隣住民同士の見守り、助け合い
・子どもの力を借りての除雪や世代間交流を行う

　8月23日にふれあいランド岩手、ビックハウススーパーレー
ン、盛岡市立総合プールの3か所を会場7種目で競技が行わ
れました。当日は、ボランティア団体や市内の高校生80名が
ボランティアとして参加し、約340名の選手が参加しました。
ボランティアからは、力強い声援が聞こえました。これから2年
後に開催される全国障害者スポーツ大会に向けて、練習に
ますます力が入ります。



　「このほかにも、
何もしないけどあ
たたかく見守って
くれている人た
ち、走っている車
から手を振って励
ましてくれる人た
ち、こういった人
たちのお陰で続
けてこられたと
思っています」と代表の長谷川さん。
　「盛岡世代にかける橋」の活動は、このほか、区界高原子ども
の丘で行われる夏休み中の林間学校、冬休み中の「雪の学校」
などがあり、その内容は楽しいけど子どもたちにとってはややハー
ドなプログラム。不便だったり痛かったり寒かったり、日頃の暮らし
の中ではできない体験をすることで逞しく育ってほしい。また、本気
で遊ぶ状況の中で仲間同士が励まし合い、工夫し合って乗り越
えていくことを体得してほしい、そんな思いが込められています。
　「盛岡世代にかける橋」が活動を始めて半世紀あまり。スタッフ
のほとんどは、かつて子どもとして参加し、その後も活動に参加し
て子どもたちとのふれあいの仕方を体験的に学んできた人たち。
子どもたちの環境が変わり、中堅スタッフたちのことばにも時代の
移り変わりが感じられると言います。長谷川さんは「ここをうまく繋
いで次の世代にいいものを伝えていく。まさに世代にかける橋そ
のものです」と話しています。
　（「盛岡世代にかける橋」の活動は2009年1月号で紹介しまし
た。今回はスタッフの様子を中心に紹介しました）

　「盛岡世代にかける橋」が主催するイベント「100キロ歩い
て海を見よう！」が今年も10月11日㈯～13日㈪に行われます。盛
岡市内丸をスタートし、国道106号に沿って宮古市浄土ケ浜ま
で、約100キロメートルを2泊3日で歩き通す。
　このイベントには例年50～70人の子どもたちが参加します。
そして、これをサポートする大人たちもほぼ同数。副代表の伊
藤純さんを中心に医師、看護師をはじめ、「盛岡世代にかける
橋」スタッフ、呼びかけに応じて参加する大学生ボランティア、
宿泊地や沿道でサポートしてくれる地元の人々、そして先導
車、救援カー、搬送車などが伴走。
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もっとひろがれ

ボランティアの輪

時代を越えて子どもたちと向き合う…
盛岡世代にかける橋
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盛岡世代にかける橋
　代　表　長谷川　正さん
　電　話　019-623-2030
　会　員　約50名

あ り が と う ご ざ い ま す
アーク㈱
㈱アイヴィック
相光電気㈱
㈱アイシーエス
㈱愛真館
㈱ＩＢＣ岩手放送
㈱アイ不動産
青葉化成㈱盛岡営業所
社団医療法人 赤坂病院
㈱赤澤紙業
税理士法人秋山会計事務所
アクア工業㈱
㈱あさ開
（資）東家
アベイルエイド㈱
ＡＬＳＯＫ岩手㈱
㈱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㈱

㈱岩鋳鋳造所
㈱岩手朝日テレビ
学校法人岩手医科大学
㈲岩手架設工業
㈱岩手金属工業会館
㈱岩手銀行
岩手県厚生農業協同組合連合会
（一社）岩手県歯科医師会
(一社)岩手県私立幼稚園連合会
岩手県森林組合連合会
（一社）生命保険協会　岩手県協会
（一社）岩手県治山林道協会
㈱岩手県農協情報電算センター
岩手県農業協同組合中央会
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
岩手県北自動車㈱
(一財)岩手県民共済会
（一社）岩手県木炭協会
㈱岩手互助センター

岩手自動車塗装㈱
岩手自動車販売㈱
（特医）智徳会  未来の風せいわ病院
岩手建物管理㈱
岩手トヨタ自動車㈱
岩手トヨペット㈱
㈱岩手土木コンサルタント
㈱岩手日報社
㈲岩手日報都南センター
岩手日野自動車㈱
㈱岩手フジカラー
㈱岩手ホテルアンドリゾート
㈱岩手めんこいテレビ
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
梅津医院
㈱エステーモータースクール
エビー㈱

㈱エフエム岩手
㈱大坂工務店
岡田電気㈱
（資）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㈱
㈱川徳
協積産業㈱
㈱北東北第一興商
北日本機械㈱
㈱北日本銀行
㈱木津屋本店
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

㈲佐々寅青果
㈱佐藤被服
医療法人社団 恵仁会 三愛病院
㈱三伸鋼機
サンリード東北㈱
昭和パックス㈱盛岡工場
四季亭
Ｊ．ウォーター㈱
㈱寿広
㈱ジョイス
㈲セーコー印刷
清水寺
全国共済農業協同組合連合会岩手県本部
㈱総合安心サービス企画
㈱ＴＥＣ 総合教育センター学院
㈲曽我工務店
㈱高光建設
㈱田澤洋紙店
㈱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
（資）中央自動車学校
中央土地㈱
㈲直利庵
㈲漬物みゆき
寺岡ファシリティーズ岩手㈱
㈱テレビ岩手
天晶堂都南店
樋下建設㈱
㈱東山堂
㈱東北イワヤ
㈱東北銀行
東北電話㈱
㈱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㈱
都南金融団(岩手銀行都南支店内)

㈱都南建設
医療法人財団 仁医会 都南病院
㈱トヨタレンタリース岩手
㈱トライス
杜陵高速印刷㈱
杜陵商事㈱
㈱土木技研
中亀建設㈱
㈱日興産業
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
㈲パールドライ
東野建設工業㈱
㈱ヒヤマフォトスタヂオ
㈱広田薬品
ビューテーサービス㈱

福田機械㈱
㈲福田パン
富士水工業㈱
㈱ふるさと交通
㈱富士屋印刷所
㈲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㈱
㈱北星
㈱ホテルロイヤル盛岡
前川商事㈲
㈱丸一魚類
丸モ盛岡中央青果㈱
みちのくｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱盛岡営業部
㈱道又時計店
㈱三ツ星商会
学校法人盛岡学園 みなみ幼稚園
㈱宮田燃料

名鉄観光サービス㈱盛岡支店
㈱メガネの水晶堂
㈱メガネの松田
㈱恵工業
モトモチ商事㈱
盛岡医療生活協同組合 川久保病院
盛岡カイハツ生コンクリート㈱
社会医療法人みやま会　盛岡観山荘病院
盛岡ガス㈱
盛岡ガス燃料㈱
㈲盛岡消防設備点検センター
一般社団法人　盛岡市医師会
（一社）盛岡市歯科医師会
盛岡信用金庫
㈲盛岡自動車学校
㈱盛岡清掃センター
盛岡ターミナルビル㈱
㈲盛岡タイムス社
盛岡地域農業共済組合
盛岡地区タクシー業協同組合

社団医療法人 盛岡繋温泉病院
盛岡糖粉㈱
盛岡ニッタン㈱
㈱盛岡窓枠
盛岡遊技業組合
㈲盛都冷機
㈱ヤシマ部品
横河電子機器㈱
吉久産業㈱
㈱吉田印刷
㈱吉田測量設計
㈱米内青果
菱和建設㈱
渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科
㈱渡辺設計事務所

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26年8月4日現在】（敬称略・50音順）

子どもたちを先導するスタッフ

5キロチェック地点、子どもたちを励ます

学校、職場などで学校、職場などで キャップハンディ体験を
してみませんか
キャップハンディ体験を
してみませんか

　山岸五丁目サロンは今年の４
月にできたばかりの新しいサロン
です。閑静な住宅街の中にある
公民館を利用し、自由な雰囲気
の中でいろいろなメニューを楽
しんでいます。
　地域での少子高齢化や家族
数の減少化を懸念した民生委
員が町内会や老人クラブに働き
かけ、身近な場所での仲間づく
りと、お互いの見守りや支え合い

をすることの提案をしました。その結果、たくさんの方々の協力を仰ぎながら地域力
のアップ につながっています。

開催日時：毎月第２・第４月曜日、午前10時～12時 
場　　所：山岸五丁目公民館
活動内容：手芸、軽体操、ゲーム、情報交換ほか（地域の才能の持ち主に交代で
　　　　　講師をお願いしています）
対　　象：町内どなたでも参加自由
会　　費：無料

「山岸五丁目サロン」「山岸五丁目サロン」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

各地で地区福祉懇談会 現在と今後の地域課題話し合う現在と今後の地域課題話し合う
　盛岡市社会福祉協議会と盛岡市では、高齢化の進展とともに今後ますます増加していくと思われる高齢者世帯、単身世帯、認知症高齢者などへの支援体制の構築が必要で
あると考えております。10年後の予想される盛岡市の状況について市民の皆様にお伝えし、現在の状況と今後の地域課題について市民の皆様と一緒に考え、「安心・安全に生活
できる地域」を目的とした地区福祉懇談会を開催しております。
　これまでに、見前、津志田、永井、飯岡、乙部、巻堀姫神、玉山薮川の地区で開催されました。すでにまとめが終了している見前地区・津志田地区・永井地区の3地区の福祉懇談
会の様子をお伝えします。

　今後の開催地区と期日については、下記のとおりです。なお、盛岡市社会福祉協議会のホームページでもお知らせします。

渋民地区

北厨川地区

好摩地区

青山地区

みたけ地区

本宮地区

玉山総合福祉センター

北厨川老人福祉センター

好摩地区コミュニティセンター

青山地区活動センター

みたけ地区活動センター

本宮地区活動センター

※開催時間につきましては全日18:30～20:30です。見前地区での懇談会 永井地区での懇談会

　社会福祉協議会では、市内の小学校、中学校を中心に総合学習の時間を使って車いす
体験やアイマスク体験、高齢者の疑似体験などの総合学習の支援を行っています。
　体験した児童、生徒からの感想では、「街で困っている人がいたら声をかけたい」「地域
の高齢者の方ともっと交流をしたい」などの声も聞こえております。
　盛岡市社会福祉協議会では、学校だけでなく町内会、自治体、企業等にも職員の派遣を
行っております。社員研修の一環として取り入れている企業もあります。車いす操作や高齢
者理解は、普段の業務にも役立ちますので、盛岡市社会福祉協議会へお気軽にお問い合
わせください。
○今年度職員の派遣を行った学校
城南小学校、厨川小学校、緑が丘小学校、米内中学校、盛岡南高等学校、都南幼稚園、
太田小学校、第一学院高等学校盛岡キャンパス
○貸出可能なもの
　高齢者疑似体験セット
子ども用10セット、大人用5セット、白杖・アイマスク50セット、車いす（台数につきましては、お
問い合わせください。）
○体験日時
　土、日、夜間（18時以降21時未満）も対応できますのでご相談ください。
　申し込みを希望される方は、希望日の3週間前までに社会福祉協議会地域福祉課まで
にご連絡をお願いいたします。
　盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　Tel 651-1000

  9月25日(木)

10月  7日(火)

10月  9日(木)

10月21日(火)

10月23日(木)

11月  6日(木)

　8月5日、6日の2
日間、盛岡市高
校生ボランティア
スクールが行わ
れ、市内の高校
生8名が参加し
ました。このボラ
ンティアスクール
は高校生にボラ
ンティア、福祉を
身近に感じてもらうことを目的として開催されています。
　内容としては、キャップハンディ体験や手話体験、応
急手当講習を行いました。参加した高校生からは普段
体験することはできないことが出来た、これから街で
困っている人を見かけたらこの経験を活かして手助け
したい、などの声が上がっていました。

ボランティア
募　　　  集

認定ＮＰＯ法人
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
認定ＮＰＯ法人もりおか配食サービス
TEL／648-8810 　FAX／648-8811
E-mail　
moriokahaisyoku@fork.ocn.ne.jp

好摩児童館 スイカ割りお楽しみ会好摩児童館 スイカ割りお楽しみ会
　好摩児童館（阿部由美子館長、児童106名）では、『スイカ割り』を行いまし
た。
　集まった子供たちは、スイカを見て「大きいね。割れるかな。」の声。
　目隠しをし、低学年は5回、高学年は10回まわってから進みました。恐るおそ
る進んだり、違う方向に進んだりもしましたが、お友達の声の誘導で、最後は
見事スイカを割ることが出来ました。みんなで割ったスイカは一段と美味しく、
夏の楽しいひと時を過ごしました。

第40回盛岡市老人スポーツ祭典第40回盛岡市老人スポーツ祭典

盛岡市障がい者スポーツ大会盛岡市障がい者スポーツ大会

高校生ボランティアスクール高校生ボランティアスクール
　7月27日、盛岡市アイスア
リーナで盛岡市子ども会ス
ポーツ大会(市子ども会育
成会連絡協議会主催)が
開催され、予選を勝ち抜い
てきた全15チームが熱戦
を繰り広げました。今年の
結果は、優勝がんばかまは
み(城南小学校)、準優勝
門ブラック(中野小学校)、
第3位黒松ドッジ(松園小
学校)、本宮三丁目子ども
会(本宮小学校)、大会会
長賞高松二丁目北区子ど

も会(上田小学校)、敢闘賞が上堂子ども会(青山小学校)
でした。

　7月9日、岩手県営運
動公園陸上競技場で
第40回盛岡市老人ス
ポーツ祭典が開催され
ました。
　市内各地から約900
名の選手が集い、個人
種目の徒競走やチーム
ワークが重要となる各
種団体競技など8つの競技を通じて、交流を深めました。
　今年度の結果は、優勝が本仙地区チーム、準優勝が
青山地区チーム、第3位は玉山地区チームでした。
　雨が降ったり止んだりの中での開催でしたが、選手の
皆さんはとても元気に活躍していました。また、今大会も昨
年同様、盛岡大学附属高等学校と盛岡中央高等学校の
生徒にボランティアとしてご協力いただきました。

第43回 盛岡市子ども会スポーツ大会第43回 盛岡市子ども会スポーツ大会

地域福祉ワークショップで出された主な課題 地 区 地区福祉懇談会で話し合われたこと 

 

・地域内での情報共有

 

・企業、行政との連携

 

・若者の地域交流の活発化
 
・地域内での交流を増やす

 

・高齢者への支援

 

・除雪（高齢者宅・通学路）

見前地区
（7月15日）

・地域での行事を増やす
・若者に地域の活動へ参加してもらう
・町内会等の組織と地域住民との連携
・ボランティアで支え合い

津志田地区
（7月17日）

・地域での挨拶運動の重視
・町内会役員の後継者の養成
・子どもの地域活動への参加
・地域内での除雪活動

永井地区
（7月23日）

・町内会活動・行事の活発化
・近隣住民同士の見守り、助け合い
・子どもの力を借りての除雪や世代間交流を行う

　8月23日にふれあいランド岩手、ビックハウススーパーレー
ン、盛岡市立総合プールの3か所を会場7種目で競技が行わ
れました。当日は、ボランティア団体や市内の高校生80名が
ボランティアとして参加し、約340名の選手が参加しました。
ボランティアからは、力強い声援が聞こえました。これから2年
後に開催される全国障害者スポーツ大会に向けて、練習に
ますます力が入ります。



＜盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内　６５１-１０００＞
《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：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：月・水・金曜日　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：9月19日（金）午前10時～午後4時
　　　　　10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

《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：10月8日（水）午前10時～午後3時
　　　　　11月12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

社会福祉協議会の相談窓口

●一般寄付
　社会福祉のために
　　絆の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　都南混声合唱団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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
　高齢者福祉のために
　　フジモトＨＤ株式会社・・・・・・・・・・・・・車イス2台、うなずきかぼちゃん2体
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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26年6月24日～平成26年8月21日現在（敬称略）

催し案内　9月～11月

　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：10月30日（木）～10月31日（金）1泊2日　
場　　所：愛真館（盛岡市繋字塗沢40-4）
対 象 者：盛岡市内にお住まいで、要介護3以上の高齢の方や要介護1以上の認知症の方を
　　　　　自宅で介護している方。
参 加 費：無料
募集人員：30名（定員になり次第締め切ります）
内　　容：在宅介護における「食」をテーマとした講話、参加者交流会など
申し込み：盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000
　　　　　受付開始は、10月6日（月）午前10時からとなります。

■災害に備えるボランティア研修会
　赤十字奉仕団の指導による炊き出し体験や講話などの内容の研修を行います。
日　　時：11月8日（土）午前10時30分～午後1時30分
場　　所：ふれあいランド岩手
参 加 費：無料
定　　員：50人
持 ち 物：お米1合（炊き出し体験に使用）
申し込み：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 651-1000
申込期限：10月24日（金）
主　　催：盛岡市ボランティアコーディネートセンター

　盛岡市社会福祉協議会では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（時給1,200円～）
募集人数：若干名
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）
問い合わせ：盛岡駅西口ヘルパーステーションTEL 653-3013
　　　　　月が丘ヘルパーステーションTEL 645-5125

福祉もりおか 盛岡市若園町2-2  盛岡市総合福祉センター
TEL：０１９（６５１）１０００  FAX：０１９（６２２）４９９９

盛岡市社会福祉協議会社会福祉
法　　人2014

9.15
http://www.morioka-shakyo.or.jp/
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国体筆談ボランティア募集

家族介護者リフレッシュ交流会 参加者募集

ホームヘルパー募集

　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

運転ボランティア募集

　希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会事務局では、平
成28年度に開催する「希望郷いわて国体」及び「希望郷いわて大
会」において、耳が聞こえにくい、または聞こえない選手・役員及び観
客の方々に対し、開・閉会式及び競技会場等において筆談による情
報の伝達や案内等を行う、「情報支援ボランティア」を募集します。
　詳細は、「希望郷いわて国体・希望郷いわて大会ホームページ」を
ご覧いただくか、希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会
事務局までお問い合せください。
募集期間：平成26年10月１日（水）から平成26年11月30日（日）まで
募集要件：・平成９年４月１日以前に生まれた方
　　　　　 （平成27年４月１日時点で18歳以上、高校生を除く）
　　　　　・筆談に関心のある方
問い合わせ：＜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 019-629-6495　FAX 019-629-6484　
　　　　　Eメール AA0007@pref.iwate.jp

　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行います。　
日　　時：第１回　平成26年9月25日（木） 午前10時～午後3時
　　　　　第２回　平成26年11月26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か月前から予約を開始します。
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

弁護士による無料法律相談

地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

　前回171号で掲載した「ひまわりdeつながろうプロジェクト」のひまわり。あれからすくすく育
ち夏の盛りには見事な花を咲かせ、皆を笑顔にしてくれました。
　さて、暦は秋。よく「天高く馬肥ゆる秋」と耳にします。夏の高気圧は海上で発生し空気中の水
蒸気などが太陽の光を乱反射し空が白っぽく見えがち。また秋の高気圧は大陸から移動してき
ているもので空気は乾いていて、青空も澄みわたる。秋の空が高いと言われる理由には気象条
件が関係しているようです。空気が澄んでいるので天体観測にも適しているとのこと。今秋は、空
に癒される時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。（S）

■盛岡市ボランティアまつり「ふれあい広場」
日　　時：9月21日（日）　午前10時～午後2時30分
場　　所：ふれあいランド岩手（三本柳8-1-3）
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
内　　容：ステージ発表、ボランティア体験、屋台村、福祉施設販売、ふれあいバザー、
　　　　　 スタンプラリー、児童の似顔絵の展示など
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL651-1000

■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：11月2日（日）午後1時から
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）
　　　　（お１人様１枚まで）
※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。

　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39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：11月５日（水）
　　　　　午前10時から午後1時まで
開催場所：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　市役所高齢者支援室内
　　　　　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24日（水）必着
問い合わせ：市役所高齢者支援室　TEL 651-4111 内線3566

■第51回盛岡市老人作品展
期　　日：10月21日（火）から23日（木）まで
　　　　　午前10時から午後5時まで
場　　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
主　　催：盛岡市老人クラブ連合会・盛岡市・盛岡市社会
　　　　　福祉協議会
内　　容：写真・絵画、書道、手芸、工芸等
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課 TEL 651-1000

昨年の作品展の様子

老人の意見・発表作品を募集

金婚慶祝会のご案内

「老人の意見発表大会」で発表する作品を募集します。
発表大会日時：11月14日（金）　午後1時30分～3時30分
大会会場：盛岡市民文化ホール　大ホール　
対　　象：市内在住の60歳以上の方。ただし過去5年以内に発表した人を除く。
テ ー マ：①わたしの生きがい・特技　②わたしの夢・希望　③若者に伝えたいこと
　　　　　④高齢者の役割　⑤地域活動に参加して　⑥その他自由主題─の中から　　
　　　　　いずれか一つ
応募様式：原稿を2,000字以内にまとめること。作品は自作未発表、他の作品募集等の
　　　　　重複応募は認めません。
応募方法：作品に題名と住所、名前、生年月日、職業、電話番号を記入し、９月26日（金）
　　　　　までに〒020-8530（住所不要）市役所高齢者支援室へ郵送またはご持参ください。
　　　　　当日消印有効。
問い合わせ：市役所高齢者支援室　TEL 651-4111　内線3566・3569

　今年も盛岡市のボランテ
ィアまつりをふれあいランド
岩手で行います。
　おいしい食べ物がいっ
ぱいの屋台村やバザー、子
どもが楽しめる子どもランド
等があります。また、今回は
復興支援ネットワークの主
催で「あの街に桜が咲けば」の上映会と小川光一監督
のトークショーも行われます。さらに児童から集まったおじ
いちゃん・おばあちゃんの似顔絵の展示もあります。ぜひ
お誘い合わせの上、ご来場ください。

　今年も10月１日から共同募金が始まります。
　共同募金運動は、都道府県ごとに行われており、災害の時などの例外を除
き、集まった募金はその県内で使いみちが決められます。また、昨年8月、9月
のつなぎ地区、玉山地区の大雨災害等では災害復旧の支援活動にもあてられま
した。寄付した皆さんの地域で役立てられている募金です。

　この募金は、民間の福祉施設、福祉作業所等の施設整備事業等、社会課題を解決するための活動や、
町内会などが取り組む防災福祉マップづくり、住民参加の地域福祉活動計画づくり、ＮＰＯ法人やボラ
ンティアグループが行う地域福祉活動、社会福祉協議会が実施する地域福祉事業
等、様々な地域課題を解決するための活動を行う団体に対して助成されます。
　今年も戸別募金、街頭募金、学校募金、職場募金などでのご協力をよろしくお
願いします。

̶赤い羽根共同募金が始まります̶

「じぶんの町を良くするしくみ」「じぶんの町を良くするしくみ」

赤い羽根 ありがとう メッセージ赤い羽根 ありがとう メッセージ

「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」の実現に向けて、多くの
市民が地域福祉活動への理解を深め参画する機会とするとともに、これまで社会福祉の発
展に功績のあった個人・団体を表彰し、感謝の意を表することを目的に開催します。
日　　時：平成26年10月28日（火）　午後1時～午後4時10分
会　　場：岩手県民会館　大ホール
内　　容：社会福祉功績者表彰、福祉作文・標語最優秀賞表彰及び朗読、記念講演
入 場 料：無料
記念講演：演 題 「幸せ探し　お爺さんの歌入りお伽噺「ふなや」」
　　　　　講 師　常田富士男氏（俳優・声優・ナレーター）

入場整理券（無料）が必要です。満席の際には入場をお断りする場合がございます。
　入場整理券は9月16日(火)から次の窓口で配布します。盛岡市役所1F、
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、川徳デパート、
フェザン･プレイガイド、プラザおでって
問い合わせ　盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000

【講師プロフィール】
　長野県下高井郡生まれ。熊本県阿蘇郡南小国町出身。
舞台活動の他にも映画・ラジオ・レポーター・声優とし
ても活躍し、平成7年には第三十回モービル児童文化賞
を「まんが日本昔ばなし」で受賞。

第53回 盛岡市社会福祉大会

※ 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。

※お車でお越しの際は、盛岡赤十字病院一般駐車場へ駐車をお願いします。
　なお、駐車場のスペースに限りがありますので、係員の誘導に従ってください。

ふれあい広場ふれあい広場
ボランティアまつり ボランティアまつり 

日　時：平成26年9月21日（日）
　　　　午前10時～午後2時30分
場　所：ふれあいランド岩手（三本柳8-1-3）

昨年のボランティアまつり
ふれあい広場の様子

ご協力をよろしくお願いします。ご協力をよろしくお願いします。

（車椅子等利用者への「良い環境」を

提供するため、バリアフリー化等作業場

の改修）この度共同募金会の助成によ

り、トイレ・作業場等の改修ができました。

「作業場もきれいにできて、これからはた

くさん売りたい」「新しくて気持ちがい

い」と皆期待に胸ふくらませております。

募金してくださった皆様の善意にこたえ

られるよう、これからも頑張っていきたい

と思います。本当にありがとうございまし

た。大切に使わせていただきます。

（一般社団法人 夢現舎ほのぼのホーム

　夢現舎ほのぼのホーム）

（高齢者及び地域住民を対象とした情
報機器の整備事業）赤い羽根共同募
金からの助成により、西厨川地区福祉
推進会に情報機器を整備することがで
き、高齢者等の地域活動の推進を積極
的に推し進めていくことができます。
　おかげさまで地域の高齢者が「生き
がい」と「健康づくり」のための各種事
業の開催や地域活動を速やかにカラフ
ルなパンフレットで周知し、地域の活性
化事業を推進することができ、私たちの
活動の励みにもなっています。
（西厨川地区福祉推進会）

（地域福祉活動用機器整備事業）私たちの地域は高齢化が進み、若者も少なくなっている中、高齢者の見守り活動や子ども達との交流を通じて、地域の中で安心して暮らせるよう各種事業を展開しています。活動も年々充実して、昨年度は春のクリーン作戦から始まり、地区民運動会、ふれあい座談会、敬老会、世代間交流などにたくさんの参加をいただくことができました。
　これからも、地域の皆さんが連携して福祉のまちづくりに取り組めるよう広報活動などの情報発信の手段として活用させていただきます。
（巻堀姫神地区福祉推進会）

昨年の街頭募金の
様子
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