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ふれあい交流福祉茶会 参加児童を募集します
　平成27年度ふれあい交流福祉茶会に参加する児童を募集
しています。
○開催日時：平成27年９月６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：盛岡市内小学校、幼稚園、保育園に通う児童、園児
○募集人数：20名
○参 加 費：100円

○申込方法：平成27年７月16日（木）午前９時から受付開始。
　　　　　　電話または窓口で受け付けます。
○申 込 先：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課
　　　　　　若園町２-２　TEL 651-1000
※子どものみで参加可能ですが、当日、会場にて茶会券（900円）を
　購入すれば、保護者の方も一緒に参加できます。

 資金収支概要
　平成26年度の財政運営は、自主財源については会費収入が
21,153千円とほぼ前年度並みとなりましたが、寄附金収入は
3,058千円となり、前年度に比べ32.1％の減収となりました。ま
た、補助金収入については共同募金配分金収入が14.2％（災
害等準備金を除く）の減収となりました。
　介護保険収入につきましては、通所介護事業及び訪問介護
事業がそれぞれ減収となりましたが、居宅介護支援事業、地
域包括支援センター事業及び訪問入浴介護事業が増収となっ
たことから、前年度に比べますと合わせて4,319千円の増収と
なりました。
　また、積立金につきましては、盛岡市総合福祉センターの冷
暖房設備工事により総合福祉センター補修準備積立金が
15,373千円減額の23,014千円、人材育成基金積立金が事業費
充当により2,226千円減額の8,605千円となったものの、介護保
険基金積立金等の積み増し等により積立金の合計は7,184千
円増額の435,033千円となりました。

　このような状況下にあって、法人全体としては、収入では
盛岡市からの補助金及び受託金収入、介護保険収入や積
立金の取崩収入など総額で645,747千円となり、一方支出
では人件費、事務・事業費、助成金、冷暖房設備工事をは
じめとした施設整備や積立支出など総額で664,824千円と
なった結果、平成26年度における当期末支払資金は、前期
末支払資金168,724千円より19,077千円減額の149,647千円
となったところであります。
　全体といたしまして、おおむね順調に推移したところであ
りますが、前期末支払資金のうち18,054千円を介護保険基
金積立金へ積み立てていることや、盛岡市指定管理事業
である児童館の経営に1,789千円を充当したことから、当期
末支払資金は、前期末支払資金より減額となりました。今
後も介護事業所等の安定経営や資金の効率的な運用に努
めるなど、引き続き自主財源の確保が必要な状況でありま
す。

 事業報告概要骨子
・第２次地域福祉活動計画策定に向け、関係機関、団体等で
構成する策定委員会を設置し、今後の計画内容等について
協議・検討し、26年度においては24地区の福祉推進会で地
区懇談会を開催しました。

・「ふれあい・いきいきサロン活動」のほか、「世代間交流サロ
ン」への取り組みを行い、日常的な支え合い活動の推進のた
め「地域支え合いマップ作成」の促進と活用を図る事業展開
を行いました。

・ボランティア保険の加入促進や情報提供により、養成研修に
おいては、高校生や一般市民の方々に参加いただきました。
また、市民を対象とした沿岸被災地へのスタディーツアーや
炊き出し訓練の実施、福祉除雪活動や災害救援活動等を行
うボランティアの育成に努めました。

・今後予想される災害時への対応と取り組みに向けて、広域８

市町社会福祉協議会で「災害時相互支援協定」を締結
しました。

　　また、沿岸被災地を定期的に訪問しての「サロン運営
支援活動」や、盛岡市内へ避難されている方々への継続
した支援活動や生活相談等を行いました。

・関係機関、団体と連携し、低所得者等を対象に生活福
祉資金の相談や貸付に対応するとともに、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
支援を着実に展開してきました。

・介護保険事業については、高齢者等が可能な限り、住み
慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるようサービスを展開してきました。

　盛岡市社会福祉協議会の平成26年度事業、資金収支の概要についてお知ら
せします。
　この内容は平成27年5月27日開催の理事会、評議員会で承認されました。

　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
のホームページでご覧いただけます。（http://www.morioka-shakyo.or.jp/）

盛岡市社会福祉協議会 事業・資金収支の概要盛岡市社会福祉協議会 事業・資金収支の概要平成26年度平成26年度

平成26年度事業から
災害時相互支援協定調印、
地区福祉懇談会、児童館活動
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地区福祉懇談会を開催しています地区福祉懇談会を開催しています

生活福祉資金 総合支援資金のご案内生活福祉資金 総合支援資金のご案内

　平成27年度に策定する第2次地域福祉活動計画に向けて、盛岡市社会福祉協議会では、市内32の地区で地区福祉懇談会を開
催しています。
　この地区福祉懇談会では、参加されている方々の今住んでいる地域が10年後にはどういう地域であってほしいか、などについて話
し合っていただき、地域の皆さんからたくさんの意見やアイディアをいただいております。
　すでに現在までに28地区が終了しており、今後の予定は下記のとおりとなっております。
西厨川地区
緑が丘地区
桜城地区
上田地区

７月２４日（金）
７月３０日（木）
８月  ５日（水）
８月２８日（金）

午後6時30分～午後8時30分

西厨川老人福祉センター
緑が丘老人福祉センター
桜城老人福祉センター
上田老人福祉センター

地区福祉懇談会についてのお問い合わせは、盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課　TEL 651-1000

○貸付費目・貸付額等
貸付費目
生活支援費

住宅入居費
一時生活再建費

主な使途
生活再建までの間に必要な生活費

敷金、礼金等住宅の賃金契約を結ぶために必要な経費
生活再建に必要な一時的な費用であって、日常生活費で
賄うことが困難であるもの
（例）公共料金の滞納分の支払い、技能習得費、生活を
立て直すための転居費用　等

貸付額
（二人以上）月20万円以内
（単 身）月15万円以内
※貸付月数は原則として3ヶ月
※最長12ヶ月
40万円以内
60万円以内

平成26年度 盛岡市社会福祉協議会の決算

○総合支援資金とは
　総合支援資金貸付は、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制度です。平成27年4月1日施行の
生活困窮者自立支援制度により、生活福祉資金貸付事業と自立相談支援事業との連携が強化され、自立相談支援事業の作成するプランに本資金が組み込まれることによって、
より包括的な支援を受けることができるようになりました。
○申請窓口
　盛岡市内に居住する方の場合、盛岡市社会福祉協議会が申請窓口です。
○対象世帯
　生活の立て直しのために継続的な相談支援（就労支援、家計指導等）と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯が対象となります。
　なお、本資金のご利用には、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とともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けるこ
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込みと職業相談が必要です。
　その他、収入などに条件があります。
　詳しくは、盛岡市社会福祉協議会へお問い合わせください。　盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 生活支援係  TEL 651-1000

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……5,604千円 
・シルバーメイト（盛岡市委託事業）……3,882千円 
・ふれあい・いきいきサロンづくり
（世代間交流サロン支援事業(盛岡市委託事業））……6,117千円
・地域支え合いマップの活用（地域支え合い活動推進事業（盛岡市委託事業））…4,936千円
・ふれあいのまちづくり（玉山区）……402千円

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……576千円 
・市民福祉茶会……64千円  

児童の育成支援
・児童福祉週間運動・支援……47千円　
・児童館の管理運営  (盛岡市指定管理者指定事業)……73,340千円　
・学童クラブの管理運営……22,456千円　
・福祉教育の推進……161千円  

ボランティア活動の推進       　
・ボランティアの養成……36千円　
・ボランティアネットワークづくりの支援……505千円 　
・ボランティア保険の加入助成……1,862千円　
・ボランティア団体への活動助成等……10千円　
・福祉除雪……5千円　
福祉団体の育成……3,962千円  
次期地域福祉活動計画策定に向けた取り組み……94千円  
福祉サービスの利用支援
・生活支援相談
　心配ごと相談……1,133千円  
　結婚相談……746 千円 
　高齢者就労相談……2,641 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）……12,102千円

・助け合い資金の貸付相談……4,003千円　
・日常生活自立支援（岩手県社会福祉協議会委託事業）……21,433千円　
・地域包括支援センター （盛岡市委託事業)……31,810千円　
・在宅介護者等への訪問相談 （盛岡市委託事業)……9,124千円

在宅福祉サービスの推進
介護保険サービス
・指定居宅介護支援……27,064千円　
・訪問介護・予防訪問介護……65,557千円  
・訪問入浴介護……10,321千円  
・通所介護・予防通所介護事業……74,339千円　

障がい福祉サービス　　
・居宅介護（ホームヘルプ）……420千円  
・訪問入浴サービス……63千円  

地域生活支援　
・日常生活用具の貸与……169 千円　
・高齢者世話付住宅援助員の派遣（盛岡市委託事業）……1,838千円　
・在宅寝たきり高齢者等紙おむつの支給 （盛岡市委託事業）……7,475千円　
・生活管理指導員の派遣（盛岡市委託事業）……836千円　
・いきいき高齢者通所支援（玉山区）（盛岡市委託事業）……1,580千円　
・家族介護者のリフレッシュ（盛岡市委託事業）……582千円　

外出支援
・おでかけ送迎サービス……3,276千円  
・「ぷらっとcab(きゃぶ)」の貸出し（車いす同乗福祉自動車貸出事業）……343千円  

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）……3,965千円　

広報・啓発
・社会福祉大会の開催……1,347千円　
・会報「福祉もりおか」の発行……6,527千円　
・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……45,583千円

○連帯保証人・貸付利子
　原則として連帯保証人を必要としますが、連帯保証人を確保できない方も貸付を受けることができます。連帯保証人を確保した場合は無利子。
　確保できない場合は貸付利子が加算され、据置期間経過後年１．５％となります。
○据置期間・償還期間
　据置期間は、最終貸付日から6ヶ月以内。償還期間は、据置期間経過後10年以内です。
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トーカンマンション不来方
「さわやかルンルン」
トーカンマンション不来方
「さわやかルンルン」

　「さわやかルンルン」は、大沢川原一丁目町内会のマンション住民と地域住民の
絆を深めることを目的に平成18年5月から開催しているサロンです。
　マンション住民の高齢化や一人暮らしが増える中、暮らしの情報共有と日常の見
守りや支え合い、また老後を健やかに楽しく過ごす語らいの場として活動しており町
内会行事との交流にも繋がっています。
　サロンは毎月開催場所が変わります。具体的内容として、マンションのエントランス
に飾る七夕飾りの制作や盛岡城跡散策、参加者が作成した作品の展示会などへ
出かけながら昼食を楽しんでいます。
　世話人の菅野フジ子さんと長島佳子さんは長く活動していく為に参加者もサロン
の計画など運営に携わり、楽しく開催していると話していました。

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

開催時間：月1回　
　　　　　午前10時～午後3時
対 象 者：マンション住民（60歳以上）
内　　容：盛岡城跡公園、中津川散策
　　　　　鉈屋町町屋物語館見学・雛飾り見学ほか
会　　費：年会費1000円
　　　　 （毎月、昼食代の半額を負担いただいております。）

4～5月 事業報告4～5月 事業報告

　盛岡市障がい者スポーツ大会実行
委員会では、下記の盛岡市障がい者
スポーツ大会にご協力いただけるボラ
ンティアを募集しています。
日　時：平成27年8月22日（土）
　　　　午前9時から
場　所：ふれあいランド岩手
　　　　（三本柳8-1-3）
　　　　ビッグハウススーパーレーン
　　　　（津志田町1-1-10）
　　　　市立総合プール
　　　　（本宮5-3-1）
内　容：大会運営、競技補助員など
申込先：盛岡市社会福祉協議会
　　　　地域福祉課
　　　　TEL 651-1000 へ

7月21日(火)までにお申し込
みください。

ボランティア募集ボランティア募集

「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。

買って、使って支えよう

もりおか福祉ブランド

あすなろ亭手打ちうどんと手打ちそばの店

開店前の忙しい調理場

産直入り口の看板

　こどもの日の5月5日、第43回歩け歩け運動が開催さ
れました。
　多くの子どもや保護者が集まり、高松の池から愛宕
山展望台までの道のりを親子でクイズを解きながら歩き
ました。また、愛宕山展望台では宝探しなどのレク活動
が行われ、笑顔がいっぱいのこどもの日となりました。

第43回歩け歩け運動

　城内学童クラブ（小野綾子所長、児童11名）では、
「ふれあいグランドゴルフ教室」を行い、グランドゴルフを
指導していただいた玉桜クラブの方や、老人クラブの
方など、地域の方 と々楽しく交流しました。ホールインワ
ンが出ると、「やったー！」と大盛り上がり。たくさんの笑顔
が見られました。
　その後、一緒に豚汁を食べたり、ビンゴゲームを行っ
たりと、とても楽しい1日を過ごしました。

　岩手県共同募金会の「安全、安心の地域づくり支援事業」、「福祉のまちづくり支援
事業」に盛岡市内からは次の10団体が選ばれました。
　これらの事業は町内会等住民全体による福祉マップ作成に係る経費等や、福祉活
動に使用する機器・用具の購入経費を助成するものです。

　5月22日に児童福祉講演会が開催されました。子ども会
役員や民生委員の方 な々ど、多くの方が参加しました。
　今年度は盛岡保護観察所の辻裕子所長から、「地域
で子どもを育てる」と題して講演をいただき、保護観察や
地域での子どもとの接し方など、普段は聴くことのできない
内容に会場全体が聴き入っていました。

児童福祉講演会

平成26年度 赤い羽根助成

城内学童クラブ　世代間交流事業
「ふれあいグランドゴルフ教室」

【機器・用具の購入】
1　本宮地区福祉推進会
2　桜城地区福祉推進会
3　緑が丘地区振興福祉協議会
4　上田地域活動推進会
5　土淵地域活動推進協議会

【福祉マップづくり】
1　みたけ中央町内会
2　下米内町内会
3　松園三丁目町内会
4　西青山一丁目町内会
5　山王町内会

　あすなろ亭は、手打ちうどんと天ぷらの店。羽場小学校近くの産直、あすなろ
屋羽場店の中にあります。
　ネバリゴシ100％のコシの強いうどん、新鮮野菜の天ぷらが売りで、ボリューム
があることから昼時間になると若いビジネスマンのお客さんが多く訪れます。　
　店で働くのは、知的、身体の人など５人。生地をつくる係、うどんを茹でる係、

つゆを仕立てる係、天ぷらを揚げる係、そして配膳する係。そ
れぞれ専門の持ち場で働いていて、メンバーは平成20年の
開店からほぼ変わらず、みんなベテランの域です。
　朝９時～９時半の出勤。前日仕込んだ生地を伸ばして切っ
て、天ぷらを揚げて、つゆを作ってと、10時半開店まで忙しく
働きます。
　閉店が３時。今日は頑張った、ちょっと間違ったなど、１日を振り返って話し合うこともあるそうです。
　７月からは新たに「手打ちそば」がメニューに加わります。そばを打つのは、以前さくら庵で腕を振るっ
ていたそば職人の菅原さんが担当します。当初プレオープンとし、徐々に軌道に乗せていく計画です。
　支援担当の浅石賢治さんは「みんな自分の仕事として責任感を持って働いています。これから新しい
事業（そば）が始まるので、いい形で仕事に馴染んでいければと思っています。」と話していました。

「もりおか福祉ブランド」商品について
のお問い合わせ、購入希望の方は下記
にご連絡ください。
　盛岡市役所 障がい福祉課

　TEL 651-4111

【産直 あすなろ屋羽場店】（営業時間 午前9時から午後6時まで）
【手打ちうどん あすなろ亭】（営業時間 午前10時30分から午後3時まで、水曜定休日）
住所：盛岡市羽場16地割63番地　TEL 638-3055



地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

　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。（未経験者歓迎します）
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又は介護福祉士資格など
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）
　　　　　※上記①または②に所属の上、ご利用者様宅で活動します。
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

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～午後12時30分、午後1時30分～午後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
　　　　　　　　　　　　　　　　玉山支所　　TEL 683-2743

運転ボランティア募集
　今年も暑い季節がやってきました。クールビズも始まり、ご家庭や会社等で省エネの取り組
みをされているかと思います。使わない家電のコンセントは抜く、カーテンやすだれを活用して日
光を遮断するなど少しの工夫で快適に節電ができるので実践してみてください。我が家ではこ
の時期そうめんやアイスが常にストックされているので、毎日夏を感じながら涼んでいます。
　お祭りや花火大会などイベントが多く楽しい時期ですが、夏バテ・熱中症には十分にお気を
付けください。暑さに負けずこの夏も乗り切っていきましょう。（な）

社会福祉協議会の相談窓口

催し案内　7月～9月

■市民福祉茶会 割引券の配布について
　盛岡市にお住まいの70歳以上の方へ福祉茶会の割引券を配布します。
日　　時：平成27年9月6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）
　　　　　（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円で入場できるようになります。

■第44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つつ、優勝を目指して熱戦を
繰り広げます。
日　時：平成27年7月26日（日）　午前8時30分～
場　所：盛岡市アイスアリーナ(本宮5-4-1)
主　催：盛岡市子ども会育成会連絡協議会

■第15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じて健康の増進を図り、
市民や障がい者間の交流を深めるために開催します。
日　時：平成27年8月22日（土）　午前9時～午後1時
場　所：ふれあいランド岩手ほか
主　催：盛岡市障がい者スポーツ大会実行委員会

ひとり親家庭等特別(法律)相談

■学ぼう災!! 楽しく学べる自助・共助
　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。
　この学ぼう災では、災害時のみでなく、普段の生活でも役立つ情報などについても学
ぶことが出来ます。皆さんお誘いあわせの上ご参加ください。
日時・会場：7月30日（木）　市総合福祉センター（若園町2-2）
　　　　　7月31日（金）　西部公民館（南青山町6-1）
　　　　　8月  3日（月）　玉山総合福祉センター（玉山区渋民字泉田360）
　　　　　8月  5日（水）　都南公民館（永井24-10-1）
内　　容：災害時のトイレについて等
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（町内会・自治会関係者・民生委員等）
　　　　　小学生以上、保護者、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

■福祉の就職総合フェア 2015
　社会福祉施設・事務所等が就職を希望する方や福祉の職場に興味のある方に個別面談
で事業紹介や職員採用案内を行うほか、福祉の職場に必要とされる資格や適性等の情報
を提供します。
日　　時：平成27年 8月 9日（日）　午前11時～午後4時
場　　所：ホテルニューカリーナ 2F（菜園2-3-7）
主　　催：岩手県、岩手県社会福祉協議会
問い合わせ：岩手県社会福祉協議会　岩手県福祉人材センター
　　　　　TEL 637-4522

■ヘルパーさん、集まれー!!「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。わからない
ことを聞いてみたり、やってみたり、おしゃべりしたり…。気軽に参加しませんか?
日　　時：第１回　7月22日（水）　午後6時～午後8時45分まで
　　　　　第２回　9月19日（土）　午後2時～午後5時まで
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

日　　時：平成27年7月22日(水)　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、寡婦等
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
　　　　　よる相談を行います。
申込先・問い合わせ：(一社)岩手県母子寡婦福祉連合会
　　　　　　　　　　TEL 623-8539

弁護士による無料法律相談

車いすロードマップ
　盛岡駅構内や駅周辺で車いすで利用することの出来る場
所を示した「車いすロードマップ」を作製しました。この
マップは「障がい者人材センターら
いふ」が中心となって、実際に車い
す利用者やスタッフが現地へ出向
き、作られました。車いすで通行で
きる通路や障がい者対応トイレ、段
差など注意が必要な場所が示してあ
ります。
　市内の公共施設などで配布してい
ますので、是非手にとってご覧くだ
さい。

　盛岡市社会福祉協議会は、各種福祉サービスや相談活動、ボランティア活動、市民活動
の支援など、在宅福祉・地域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、市民の皆様に「世帯会費」１世帯年額200円を町
内会・自治会等を通じてご協力頂いています。
　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。

社協世帯会費のお願い

　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下記のとおり
行います。　
日　　時：平成27年7月28日（火） 午前10時～午後3時
　　　　　平成27年9月25日（金） 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ヶ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

＜盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内　TEL ６５１-１０００＞
《高齢者無料職業紹介所》（予約不要）
求　　職：働く能力を持ち、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
求人内容：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
　　　　　 （国民の祝日及び国民の休日、並びに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行います。
相 談 日：平成27年8月21日（金）　午前10時～午後4時
　　　　　平成27年9月18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：平成27年8月12日（水）　午前10時～午後3時
　　　　　平成27年9月  9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

■高校生ボランティアスクール
　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。お気軽
にご参加ください。
日　　時：平成27年8月5日（水）ほか
　　　　　※ボランティア体験については別日程を予定しています。
内　　容：ボランティア・福祉に関する講話、ボランティア体験等
　　　　　（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30日（木）まで
申 込 先：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 651-1000
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