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日　時：2月10日（火）
　　　　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

■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。
　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

　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
雪を実施しています。

盛岡市
老人芸能大会

昨年度の大会の様子

昨年度の様子

初心者向けボランティア入門講座
受講者募集

初心者向けボランティア入門講座
受講者募集

 1月 5日㈪ 仕事始め
    6日㈫ 民生委員定例地区会長会
 14日㈬ 人権・生活相談（玉山）
 18日㈰ 盛岡市子ども会議
 22日㈭ 杜陵地区福祉懇談会
 27日㈫ 城南地区福祉懇談会
 29日㈭ 中野地区福祉懇談会
 2月 6日㈮ 大慈寺地区福祉懇談会
 10日㈫ 老人芸能大会
 10日㈫ 無料相続・登記相談（玉山）
 19日㈭ 加賀野地区福祉懇談会

1月～2月の行事予定1月～2月の行事予定

日　時：2月26日（木）午前9時30分～午後4時（受付 午前9時）
場　所：盛岡市総合福祉センター （若園町2-2）
内　容：講話、体験、交流会など
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
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12日までに盛岡市社会福祉協議会（TEL 651-1000）地
　　　　域福祉課へお申し込みください。

　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。

　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、お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。
　さて、わが国の社会福祉を取り巻く環境は、少子高齢社会の急速な進展や経済の低迷など依然として厳しい情勢
となっております。このような社会情勢の中、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増大、地域社会や家族の変化に
伴う、高齢者、児童への虐待問題や孤立死、生活困窮をはじめとする深刻な生活課題を抱えた方々への支援が急務
となっています。
　こうした中、国におきましては、今年４月から施行される生活困窮者に対する新たな自立支援制度や３回目となる介
護保険法の改正、保育施設や在宅の子育て支援の充実を図る子ども・子育て支援新制度などに取り組んでいこうと
しております。
　このような情勢の中で、社会福祉協議会に課せられた使命は、地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが地
域で安心して暮らすことができるまちづくりであります。
　最終年を迎えました第1次地域福祉活動計画のアクションプランに基づき盛岡市や各関係団体、市民の方 と々連携
を図りながら、各地域で取り組まれている多くの活動の支援を行い、新たな制度への取り組みとともに地域福祉の向
上に努め、より一層広く市民に信頼される「社協」を目指して参りたいと存じます。そして、次期計画策定に向けまして、
市民の皆様方のお力添えを賜りながら鋭意努力して参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、皆さま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。
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市民の皆様方のお力添えを賜りながら鋭意努力して参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
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写真は各地の世代間交流事業から。詳しくは3面をご覧ください
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第２次地域福祉活動計画策定へ第２次地域福祉活動計画策定へ

盛岡市社会福祉協議会　在宅福祉課　651-1000

　　生活福祉資金「教育支援資金」は、所得の低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。
　　修学する本人が借受人になり、同一世帯の生計中心者が連帯借受人となって学費や入学時
に必要な経費を借り受けて修学し、卒業してから返済が始まる資金です。
 貸付対象となる世帯
・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･･････････････････････････････････････････････････････････ 500,000円以内

 申し込み方法
・盛岡市社会福祉協議会にご相談ください。
・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。

※「生活福祉資金貸付制度」は、厚生労働省の通知により都道府県社会福祉協議会が実施する
公的な貸付金制度です。所得の少ない世帯、障がい者世帯や介護を要する高齢者世帯等に対
して、その世帯の生活安定と経済的自立を図ることを目的にしています。

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

問い合わせ先

歳末たすけあい演芸会歳末たすけあい演芸会

玉山区婦人チャリティーショー寄付玉山区婦人チャリティーショー寄付

　盛岡市社会福祉協議会では、第2次地域福祉活動計画の策定に向け、盛岡市内32地区の福祉推進会ごとに地区
福祉懇談会を開催しています。地区福祉懇談会では、「10年後の地域福祉」について地域の皆様と一緒に考え
ていきます。
　地区福祉懇談会で皆様から出された意見や考えを地域福祉活動計画に反映し、地区福祉推進会や町内会・自
治会など地域団体をはじめ、関係団体と協力して地域福祉活動のさらなる広がりを推進していきます。
　地区福祉懇談会は、平成27年8月までに全ての地区で開催する予定としており、12月8日現在で19地区が終了
しています。
　今回は、すでに懇談会が終了した地区の中から3つの地区の内容をご紹介します。

開催地区 10年後の地域福祉について出された意見

青山地区
10月21日

つなぎ地区
11月17日

簗川地区
12月 3日

・青山版人材バンクを作り、そこから地域で運行するバスの運転手や除雪、ゴミ出しなど
を請け負ってもらう
・ラジオ体操をやって、地域であいさつをするきっかけにする → 地域での見守りへ

・どの地域でも集まることができるようにサロンを細分化し、自治会単位で開催する
・「つなぎ温泉音頭」を地域のスピーカーで流して高齢者の介護予防につなげる
・屋号が残っているため、屋号を使ったマップを作成し、高齢者が地域の子どもたちにつ
なぎ地区の歴史を教える

・平成32年の簗川ダムの完成に伴い、ダム付近に人が集まるように106号線でのマラソン大
会や自転車レースを開催する → 地域活性化
・使える空き店舗があるため、空き家や空き店舗を利用して産直を開き、そこで一緒にサロ
ンを開催する
・小学校と自治会のイベントを一緒に開催する

開
催
予
定

杜陵地区

城南地区

中野地区

大慈寺地区

加賀野地区

1月22日（木）

1月27日（火）

1月29日（木）

2月  6日（金）

2月19日（木）

18:30～20:30

18:30～20:30

18:30～20:30

18:30～20:30

18:30～20:30

杜陵老人福祉センター

山王老人福祉センター

川目老人福祉センター

大慈寺老人福祉センター

加賀野老人福祉センター

青山地区の様子

つなぎ地区の様子

簗川地区の様子

　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8日)
　盛岡市社会福祉協議会の桑島博会長は「毎
年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。

　12月12日、盛岡市歳末たすけあ
い演芸会（同実行委員会主催）が
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43団体が参加し、踊り
やコーラスなどが披露され、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は
盛岡市共同募金委員会に寄付されました。

　玉山区女性団体協議会様から、去る12月
7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円が
盛岡市社会福祉協議会、30,000円が歳末た
すけあい運動へ寄付されました（12月10日）。
　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26回目と
なっています。今年は踊りや合唱、演奏など全25演目が披露されました。
当日の会場内は多くの来場者で賑わい、各団体の個性豊かな演目に客
席からは、声援や笑い声、沢山の拍手が起こり、終止和やかな雰囲気に
包まれていました。

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26年12月16日現在受付分）

㈱石名坂
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「中堤町お茶っこの会」「中堤町お茶っこの会」

世代間交流事業、各地で開催世代間交流事業、各地で開催 福祉の心をはぐくむ福祉の心をはぐくむ

　中堤町のほぼ中央に位置する中堤町公民館で、平成
25年から開催されている「中堤町お茶っこの会」は毎回
多くの参加者が集い、楽しい笑顔と笑い声に包まれていま
す。
　自治会、民生委員、一般ボランティアが連携し、さまざま
な行事を通じて世代間交流や親睦を図っており、立ち見
席ができるほどの会になる時もあります。
　担当する民生委員は「これからも若いお母さんや一人
暮らしの方の参加をお待ちしています」と話していました。

　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
りを強くすることを目的として行っています。
　開催は、地区福祉推進会単位で行われます。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。

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

　3月7日に開催される市長杯争奪ボ
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。
　
日　時：3月7日㈯
　　　　午前9時から
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）
申し込み先：盛岡市社会福祉協議会
　　　　　　地域福祉課（651-1000）
　　　　　　へ2月27日までにお申し
　　　　　　込みください。

ボランティア募集

第40回市長杯争奪
身障者ボウリング大会
ボランティア募集　近年国内で自然災害が多発するなか、地震や大雨などの災害

発生時に応援職員の派遣や資機材提供などの連携を行い、被
災地の災害ボランティアセンター運営を迅速に行うため、盛岡広
域８市町の社会福祉協議会で組織する県央地区社会福祉協
議会連絡協議会（桑島博会長）の災害時相互支援協定締結調
印式が11月10日、ふれあいランド岩手で行われました。
　これまでも大規模災害発生時は、県内の社会福祉協議会で
相互に支援を行ってきており、特にも昨年発生した８月の大雨災
害、９月の台風災害では盛岡市、八幡平市、雫石町、矢巾町に災
害ボランティアセンターが設置され、県内の社会福祉協議会から
職員の派遣や活動資機材の提供を受けました。
　このような経験から、今年２月から災害発生時における相互支

援について協議し、盛岡広域管内で地震や大雨、洪水など住民生活に支障が生じた場合、災害状況などを迅速に把握し、応援
職員の派遣や資機材の提供を行い、早期の復旧を図るため、協定を締結しました。

　調印式では、８市町の社会福祉協議会長
が協定書に署名、押印を行い協定が締結され
ました。
　式の後に、釜石市社会福祉協議会の丸木
久忠会長を講師に「震災のもたらしたもの」と
題して、東日本大震災の実体験をもとにした記
念講演を行い、出席した各市町の関係者らが
熱心に耳を傾けました。

＊県央地区災害協定を締結＊＊県央地区災害協定を締結＊
盛岡広域８市町社協で災害時相互支援協定盛岡広域８市町社協で災害時相互支援協定

開催日時：毎月第2水曜日(1月、8月はお休み) 
　　　　　午前10時～12時(出入り自由)
場　　所：中堤町公民館(中堤町19-35)
対 象 者：中堤町内のどなたでも
内　　容：おしゃべり、お茶飲みほか
会　　費：100円

 本宮／みずき団子づくり 

 簗川／センター祭り（踊り） 

 青山／輪投げ 

 城南／昔遊び（お手玉） 

 仁王／老人と子どもの交流会（ユニカール） 

 仙北／昔遊び（あやとり） 

 永井／もちつき会 

 上田／三世代ふれあい卓球大会 

 飯岡／さんさ踊り 

 中野／肩もみ 

 大慈寺／炊事交流 

 加賀野／小学生と一人暮らし高齢者のふれあい交流 

 杜陵／ニュースポーツ 

 津志田／昔遊び (たけうま） 

 緑が丘／ひなまつり 

 見前／世代間ゲートボール大会 

桜城／会食

 北厨川／凧揚げ 

 太田／餅つき会 

山岸／運動会（綱引き）

 松園／卓球大会 

（調印後、協定書を披露する8市町社協会長）

丸木久忠釜石市社協会長 協定書に調印する各社協会長



　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21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

ひとり親家庭無料法律相談
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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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ま ご こ ろ

●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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,000円
　　ゴルフサークルきらく会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,228円
　　都南芸能協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　佐々木仁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
　　盛岡市手をつなぐ育成会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　玉山カラオケ愛好会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　岩手もりおか会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70,097円
　　真如苑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
　　志野流香道盛岡教場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,255円
　　JA新いわて女性部玉山中央支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,091円
　　玉山区女性団体協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100，000円
　　岩月福田会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
　　山口　ヤス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　青葉幼稚園父母の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　吉田太陽歌謡会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　東日本大震災復興支援のために
　　盛岡地区民謡連合会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51,716円
　総合福祉センター補修準備積立金として
　　盛岡市保育所協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・269,100円
　　盛岡市退職女性教職員の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　盛岡市ボランティア連絡協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96,500円
　　NPO法人うれし野こども図書室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
●物品寄付
　施設各種事業巡回のために
　　(一社)生命保険協会 岩手県支部・・・・・・・・・・・・・・・福祉車両（福祉巡回車）1台
　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153点

　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10月20日～平成26年12月17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10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
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

　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7日（土）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：2月27日（金）午後3時までに盛岡市身体障害者協議会
　　　　　（TEL/FAX 651-3336  月・水・金の午前10時～午後4時）へお申し込みください。

第40回市長杯争奪身障者ボウリング大会

　盛岡市ボランティア連絡協議会の主催で「婚活」をテーマと
した講演会を開催します。
日　時：2月21日(土)13時30分～
参加費：無料
場　所：盛岡市総合福祉センター4F 講堂
　　　　※会場に駐車場が無いため、近くの有料駐車場また
　　　　　は公共交通機関の利用をお願いいたします。

　ビリヤードでちょっぴり健康してみませんか？
主　　催：岩手県ビリヤード協会
日　　時：2月12日から毎週木曜日
　　　　　午後2時～午後4時（月4回）
場　　所：ビリヤードバディーズクラブ
　　　　　盛岡市青山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）
申込期限：2月7日（土）

ボランティア講演会

　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。
今回は、盛岡市内中心部と玉山区の2箇所で開催します。
日　　時：①2月19日(木) 午前10時～午後3時
　　　　　②2月20日(金) 午前10時～午後3時
場　　所：①プラザおでって(中ノ橋通1-1-10)
　　　　　②ユートランド姫神(玉山区下田字生出893-11)
内　　容：講習、交流会など
対 象 者：盛岡市内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：各30名ずつ
申し込み：盛岡市社会福祉協議会（TEL 651-1000）へお申し込みください。
　　　　　受付開始は、2月6日（金）午前10時から。

家族介護者リフレッシュ交流会

＜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：1月16日（金）午前10時～午後4時
　　　　　2月20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：3月11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

シニアビリヤード教室

　新年あけましておめでとうございます。地球温暖化と言われていますが、今季の冬は雪が早かっ
たことから、これから大寒に向けて今後の雪も心配です。
　昨年７月から市内で地区福祉懇談会を開催していますが、住んでいる地域の「10年後の地域
福祉」について参加者の皆さんから多くの意見やアイディアを出して頂いています。
　今後も安心して暮らせる地域づくりに、地域の皆さんと一緒に汗をかいていきます。今年もよろ
しくお願いいたします。（Ｋ）

　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1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）へお申し込みく
　　　　　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。

市民福祉茶会

　盛岡市社会福祉協議会では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、介護職員初任者研修修了者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）
　　　　　③盛岡市社会福祉協議会玉山支所（玉山区渋民字泉田360）
　　　　　上記①②③に所属の上、ご利用者様宅で活動します。
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
　　　　　盛岡市社協玉山支所　TEL 683-2743

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
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

運転ボランティア募集

　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27年3月31日まで
　　　　　　※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　TEL 651-1000

福祉除雪ボランティア募集
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