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■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
■除雪期間 
　平成29年3月31日まで
■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。
■除雪協力団体(有償)について
　福祉除雪では対応できない部分（庭や駐車場など）の依頼
に関しては、除雪協力団体を紹介します。協力団体は有償とな
りますので、お問い合わせの際にご確認ください。
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

１～３月の行事・イベント予定１～３月の行事・イベント予定

　年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　皆様方におかれましては、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。
　また、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。
　昨年は、4月に熊本地震、8月には北海道や岩手県沿岸部に襲来した
台風10号による甚大な被害が発生した1年でありました。本会では、9月
に宮古市新里地区、10月から11月まで、岩泉町小川地区への支援を行
って参りました。被災地は悲惨な状況であり、被災された皆様方には、改
めてお見舞いを申し上げる次第でございます。
　さて、近年の社会福祉を取り巻く環境は、少子高齢化の進展や生活
困窮者への支援など、大きな課題が山積しており、地域でのつながりや
支え合いが一層重視されてきているところであります。このような福祉情
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勢の中、本会では、これまで市民の皆様方からのご理解とご協力をい
ただきながら地域福祉活動を進めて参りました。
　現在、本会で策定した地域福祉活動計画の理念である「人と人とが
つながり、共に支え合うまちづくり」の実現を目指し、地域の方 と々のつ
ながりを第一に考え、盛岡市や各関係機関、福祉関係団体との連携を
図りながら、各地域で取り組まれている地域活動への支援や新たな制
度への取り組みに鋭意努力しているところでございます。これからも、よ
り一層市民の皆様に信頼される「社会福祉協議会」として努めて参る
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、皆様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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　盛岡市社会福祉協議会
では、個人や団体の協力を
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おります。また除雪協力団体(有償)の情報
提供も行っております。
　なお除雪ニーズに幅広く対応出来るよう、引き続き、福祉除雪
にご協力いただける除雪ボランティアを募集しています。

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

新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶

昨年の舞台の様子

昨年のサロンの様子

昨年の講座の様子

盛岡市老人芸能大会
　盛岡市内にお住まいの60歳以上の
方々が合唱や踊りなど日頃の練習の成
果を披露します。
開催日時：平成29年2月7日(火)
　　　　　正午から※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、合唱など

ヘルパーサロン
　ヘルパーさん(現在、ヘルパーを目指
して勉強中の方も含む)を対象として、ヘ
ルパーサロンを行います。
開催日時：平成29年2月18日(土)
　　　　　午後2時～
場　　所：市総合福祉センター

ボランティア入門講座
　ボランティアに興味のある方を対象と
して、ボランティア入門講座を行います。
　詳しくは、4面の案内をご覧ください。
開 催 日：平成29年2月18日(土)　
場　　所：市総合福祉センター

1月
 15日(日) 盛岡市子ども会議
 20日(金) 都南地区心配ごと相談所開設

2月
  7日(火) 盛岡市老人クラブ大会
  盛岡市老人芸能大会
  8日(水) 人権・生活相談(玉山支所)
  9日(木) 相続・登記相談(玉山支所)
 17日(金) 都南地区心配ごと相談所開設
 18日(土) ヘルパーサロン
  ボランティア入門講座

3月
  5日(日) 盛岡市民福祉茶会
  8日(水) 人権・生活相談（玉山支所）
 11日(土) 身障者ボウリング大会
 17日(金) 都南地区心配ごと相談所開設
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民生委員・児童委員の改選が行われました民生委員・児童委員の改選が行われました

進学の季節をひかえて

　生活福祉資金「教育支援資金」は、所得の少ない世帯（生活保護世帯を含む）に対し
て、高等学校、大学（短期大学および専修学校の専門課程を含む）または高等専門学校の
就学費用を無利子で貸付するものです。

【貸付対象となる世帯】（以下のすべてに該当）
・現住所地の居住期間がおおむね6ヶ月以上であり、引き続き居住することが見込まれる世帯。
・低所得世帯。（世帯収入が、生活保護基準の1.7倍以下の世帯。詳しくは、下記にお問
い合わせください）
・必要な資金の融資を他から受けることが困難、または融資を受けても進学・在学がな
お困難な世帯。

【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（入学金、制服代等入学時に必要な経費） ･･･････････････ 500,000円以内

【その他】
・高等学校に限り、やむを得ない事情により滞納した授業料等も含めることができます。
・修学する本人が借受申込人、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。）
・民生児童委員と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。
・返済期間は、卒業後、6ヵ月の据置期間が終了してから20年以内で設定が可能です。期
限内に返済が終了しない場合は、残りの元金に対し年5％の延滞利子が発生します。

　盛岡市社会福祉協議会結婚相談所を平成29年3月31日をもって
閉所いたします。
　当結婚相談所は、昭和44年から市民の結婚相談に対応し、新生
活の確立への支援を目的に民生委員活動の相談・支援の一環とし
て行ってまいりました。
　この間、民間の結婚情報サービス等の普及、また公益財団法人
いきいき岩手支援財団が運営する“いきいき岩手”結婚サポートセン
ター（ｉ-サポ）の開所による結婚活動の充実により、当協議会としての
目的は、一定の役割を果たすことができたこととして閉所に至るもの
です。

● 閉所までのスケジュール ●
　1月末日まで…新規登録を受け付けます。
　3月末日まで…ご紹介を行ってまいりますが、場合によっては最終的
　　　　　　　にそこまで至らず終了となることもございます。
　3月31日…関係書類等の返却を完了し、結婚相談所業務を終了い
　　　　　たします。
　市民の皆様には長きにわたりご支援を賜り、誠にありがと
うございました。

　8月に発生した台風10号により、県内各地は甚大な被害を受けました。
　岩泉町では、緊急性の高い活動等への見通しがついたことから、
11月27日をもって、ボランティアの受け入れを一時休止しています。今
後は、被災された方々への生活支援を中心として活動していく予定と
なっています。
　この災害により被災された方 を々支援することを目的に、岩手県共
同募金会では平成29年3月31日まで義援金の募集を行っています。
　引き続き、皆様のご協力をお願いいたします。
　なお、義援金は、盛岡市共同募金委員会窓口（盛岡市総合福祉セ
ンター）でも受付しています。

　3年に1度、全国一斉に行われる民生委員・児童委員の改選に伴い、12月1日、マリオス
市民文化ホールにて「盛岡市民生委員・児童委員委嘱辞令伝達式」が執り行われました。
　盛岡市内28地区の代表者に、盛岡市長より委嘱状が手渡されました。
　今回の改選で、盛岡市の民生委員・児童委員数は、17名の増員があり、591名（うち主
任児童委員56名）となりました。
　また、この日から新たに176名の民生委員・児童委員が誕生しました。

　民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、住民の立場に立って相談に応じ、必要
な支援を行うとともに、社協や行政等の関係機関と連携・協力して、社会福祉の増
進に努めています。
　児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを
見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。（民生
委員は児童委員を兼ねています。）
　また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」
の指名を受けています。主任児童委員は、地区内の民生委員・児童委員と協力し、
子どもに関する機関とのパイプ役となりながら、課題解決に向けて活動を行ってい
ます。
　民生委員・児童委員の歴史は長く(右表参照)、今年、平成29年は、民生委員制度
創設100周年、児童委員創設70周年といった記念すべき年となっています。

民生委員・児童委員について、

　民生委員制度は、大正6年に岡山県に設置された「済世顧問制度」と、大正7年に
大阪府で始まった「方面委員制度」が始まりとされています。民生委員制度は今年
で100周年となります。
　盛岡市でも沢山の民生委員の皆さんが活躍してきました。
　盛岡市社会福祉協議会は、これからも地域内の課題解決に向けて、活躍していく
民生委員・児童委員の皆さんを応援します！

詳しくは

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

民生委員・児童委員、主任児童委員とは？

民生委員制度は平成29年で創設100周年を迎えます！

1917 (大正6)年

1918 (大正7)年
1928 (昭和3)年

1946 (昭和21)年

1947 (昭和22)年

1975 (昭和50)年
1992 (平成4)年
1994 (平成6)年

2017 (平成29)年

2006 (平成18)年

2011 (平成23)年

岡山県にて民生委員制度の源といわれる
「済世顧問制度」が発足
大阪府にて「方面委員規定」公布
「方面委員制度」が全府県に普及
民生委員令公布
（方面委員を民生委員と改称）
児童福祉法公布
（民生委員は児童委員を兼ねる）
盛岡市民生児童委員連絡協議会設立
盛岡市と都南村が合併
主任児童委員制度の創設
盛岡市と玉山村が合併
東日本大震災発生
盛岡市の民生委員も沿岸での支援活動を行う
民生委員制度創設100周年
児童委員制度創設70周年

結婚相談所の閉所について結婚相談所の閉所について

台風10号 支援関係

盛岡市社会福祉協議会
地域福祉課 生活支援係　TEL 651-1000

詳しくは
盛岡市　地域福祉課（TEL 651- 4111）
盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係（TEL 651-1000）

民生委員辞令伝達式

民生委員制度のこれまでのあゆみ

福祉もりおか
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盛岡市内世代間交流事業紹介盛岡市内世代間交流事業紹介

　3月11日に開催される市長杯争奪身
障者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11日（土） 午前9時～
（午前9時30分からのボウリン
グ教室終了後、午前10時10分
から大会となります。）

場　所：盛岡スターレーン
　　　 （中野1-20-7）
内　容：競技補助
　　　（車いす移動補助、ボール渡し
　　　　補助）
申込み先：盛岡市社会福祉協議会 地
域福祉課（TEL 651-1000）へ2月24日
（金）までにお申し込みください。

ボランティア募集

市長杯争奪
身障者ボウリング大会
ボランティア募集

たまやまチャリティーショー寄付たまやまチャリティーショー寄付

歳末たすけあい演芸会歳末たすけあい演芸会

真如苑東北本部様よりご寄付いただきました真如苑東北本部様よりご寄付いただきました

　12月4日、たまやま女性団体協議会（会長 竹田か
づ子）主催による、たまやまチャリティーショーが開催
され、益金30万円を盛岡市社会福祉協議会、盛岡
市共同募金委員会、玉山地域福祉推進連絡会に
とご寄付をいただきました。
　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28回目を数え、各団体
による個性豊かな踊りや合唱、演奏など全23演目が
披露され、華やかなステージとなりました。

　12月15日、盛岡市歳末たすけあい演芸会（同実行委員
会主催）が岩手県民会館を会場に開催されました。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 を々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39団体が
出演し、踊りやコーラスなど披露され、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
は後日、盛岡市共同募金委員会に寄付されました。

　12月8日、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。真如苑東北本部
様からのご寄付は、1985年から毎年いただいてい
るもので、今回までの寄付額は4,000万円以上とな
りました。
　当社会福祉協議会の川村会長は「毎年このよう
にご寄付をいただき、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。

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。ありがとうございました。
（平成28年10月19日～12月14日受付分）

盛岡ターミナルビル㈱

　盛岡市内の各地域で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、地域での
隣近所のつながりを強くすることを目的として様々な世代間交流事業が行われています。
　この事業は地区福祉推進会単位で開催されており、今回は市内４地区をご紹介いたします。
　掲載事業も含め、その他お住まいの地域での交流事業については、お近くの福祉推進会事務局、または当社会福
祉協議会 地域福祉課（TEL 651-1000） へお問い合わせしていただき、是非ご参加ください。

【北厨川地区　三世代交流輪投げ餅つき大会】
　北厨川地区自治福祉協議会では、例年、三世代交流輪投
げ餅つき大会を開催しています。
　輪投げ大会終了後、杵と臼で餅つきをし、それを協議会女
性部が雑煮・あんこ餅・きなこ餅に調理し、参加者全員で楽しく
会食し、交流を深めています。

昨年度の様子

永井地区
子育てサロン「とことこ」

永井地区
子育てサロン「とことこ」サロン

訪問

おじゃまします
！

おじゃまします
！

　子育てサロン「とことこ」は、永井地
区民生児童委員協議会が立ち上げ、
平成28年10月に都南公民館で開催さ
れました。
　初回は、手遊び、アンパンマン体操
やおもちゃ、布遊び、お面作りなど4組
の親子で自由に楽しく遊びました。使
用した絵本、おもちゃは、地区の主任
児童委員、民生委員が使わなくなった
ものを持ち寄ったものです。
　また、参加者は名札を付け、気軽に子ども達の名前を呼びあえるようにしていま
す。
　主任児童委員、民生委員の方々は、「永井地区は、転入されてくる若い世帯が多
い地域です。地域の中で開催する子育てサロンは、子育ての悩みを持つお母さん
の情報共有の場、同年代のお子さんの交流の場となり、地域を知る大きな役割と
なっています。」と話していました。

開催時間：毎月第3木曜日
　　　　　（都南公民館行事により変更あり）
　　　　　午前9時半～11時半
場　　所：都南公民館 3F 第1・2和室（偶数月）永井児童センター（奇数月）
対 象 者：0歳から3歳児と保護者、祖父母
内　　容：自由遊び、リズム遊び、本の読み聞かせ、親子の交流、おやつタイムなど
　　　　　※おやつと飲み物（永井児童センターでは親子の中履き）は、各自持参
会　　費：無料（事前申し込みは不要です）

【仙北地区　ふれあい交流会『昔遊びの会』】
　仙北地区社会教育福祉推進会では、仙北小学校1年生
と老人クラブ・民生児童委員が昔遊びを通じての世代交流
会の開催が21年目となりました。
　約200名が参加し、あやとり、おはじき、紙鉄砲、こま回し、メ
ンコ、竹とんぼ、ゴム飛びなど10種類の遊びを一緒に楽しみ
ました。

【加賀野地区　ふれあい運動会】
　昨年9月10日に世代間交流事業「第33回加賀野地区ふれあ
い運動会」が開催され、各町内会の幼児から高齢者まで約300
人が参加しました。最後は全員参加のジャンケンゲームで、ふれ
あいの輪が大きく広がりました。

【玉山藪川地区　グラウンドゴルフ交流会】
　老人クラブや地域の方 と々子ども達でグラウンドゴルフを通
じて交流をしています。子ども達は、回数を重ねるごとに上達
していて、中には、ホールインワンを出す子もありました。また、
終了後には、みんなでお弁当を食べ、交流を深めました。

子どもたちがおもちゃを使って遊ぶ様子と入口の表示

当日の舞台の様子

川村会長（左）、
真如苑東北本部 高橋課長代理（右）

当日の演芸会の様子

福祉もりおか
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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
　　都南芸能協会　会長　兼平恭子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　玉山カラオケ愛好会　会長　髙橋英原・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　吉田太陽歌謡会　代表　吉田経子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000円
　　ＪＡ新いわて女性部玉山支部　支部長　三浦葉子・・・・・・・・・・・・・・・・22,058円
　　真如苑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
　　志野流香道盛岡教場一同・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,000円
　　乙部地区食生活改善推進員・保健推進員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,395円
　　青葉幼稚園父母の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　八重樫泰信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
●総合福祉センター補修準備積立金として
　　盛岡市ボランティア連絡協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65,000円
　　盛岡市退職女性教職員の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
　　たまやま女性団体協議会　会長　竹田かづ子・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円

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28年10月25日～平成28年12月16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：平成29年2月9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
 （渋民字泉田360　盛岡市役所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（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 

相続相談・登記相談

　身体に障がいのある方を対象としてボウリング大会を開催します。
対　　象：市内に居住･お勤めされている身体障がい者の方

とそのご家族･ご友人
日　　時：平成29年3月11日（土） 午前9時から 受付

市長杯ボウリング大会　午前10時40分～（大会前に
盛岡市身体障害者スポーツ推進協議会主催のボウリ
ング教室が午前9時30分～10時10分まで開催され、その後大会を開催します。）

参 加 費：無料（貸靴料は別途各自負担）
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（上肢･下肢･    
　　　　　視覚･聴覚･車いす･ご友人(ボランティアと同部門)）の1位から3位を表彰
申し込み：3月3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･金の午前10時～午後3時）へお申し込みください。

市長杯争奪身体障がい者ボウリング大会

催し案内　2～3月

■ボランティア研修会
日　　時：平成29年2月4日（土）
　　　　　午前10時～午後0時30分（受付午前9時30分）
場　　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）４Ｆ　講堂
内　　容：ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）の体験
対　　象：ボランティアに興味がある方等
　　　　　30名（定員になり次第締め切り）
参 加 費：無料
締　　切：平成29年1月31日（火）
■スタディツアーin遠野
日　　時：平成29年2月25日（土）午前8時～午後5時 ※予定
内　　容：遠野市内で復興支援についての講話等。
対　　象：40名（先着順。定員になり次第締め切り。）※小学生以下はご相談ください。
参 加 費：バス代・昼食代・入場料込み　 一般3,000円　ボラ連会員2,500円
締　　切：平成29年2月16日（木）
【申し込み・問い合わせ】盛岡市ボランティア連絡協議会事務局（TEL 651-1000）

　岩手県ビリヤード協会では、下記の通り受講生を募集しています。ビリヤードでちょっぴり健
康づくりをしてみませんか？
日　　時：平成29年2月7日から毎週火曜日
　　　　　午後2時～4時(月4回)
場　　所：ビリヤードバディーズクラブ
　　　　　(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、FAXは終日受付）
申込期限：2月3日(金)
主　　催：岩手県ビリヤード協会

ボランティア連絡協議会 研修

シニアビリヤード教室

大人のひきこもり当事者の会「晴天なり。」開催のお知らせ

　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：平成29年3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。

市民福祉茶会割引券配布のお知らせ

ボランティア入門講座

　新年あけましておめでとうございます。
　今年も福祉もりおかを通じて福祉情報をお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
　昨年、県内で台風10号による大きな災害が発生しました。災害に備えて市内の町内会、自治会
でも自主防災隊の設置や防災福祉マップの作成などが進められておりますが、福祉マップは災害時
だけでなく、日頃の見守りにも役立てられており市内210地区で作成されております。
　社会福祉協議会では、今後も福祉マップ作成支援と併せて見守り活動を推進して参りますので、
今後ともご協力をお願いいたします。（く）

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＞

《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）　※結婚相談所は平成29年3月31日に閉所となります。
　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29年1月20日（金） 午前10時～午後4時
　　　　　　　　　 2月17日（金） 午前10時～午後4時
　　　　　　　　　 3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
　人権擁護委員による人権、生活に関する相談を行います。
相 談 日：平成29年2月8日（水） 午前10時～午後3時
　　　　　　　　　 3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

日　　時：平成29年2月18日（土）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8日（水）までに盛岡市社会福祉協議会
　　　　　地域福祉課へお申し込みください。TEL 651-1000

　盛岡市社会福祉協議会では、ボランティア活動に興味のある方やボランティアについて
知りたい、という方を対象に、初心者向けボランティア講座を開催します。

　盛岡ひきこもり当事者の会「晴天なり。」は、ひきこもり当事者や経験者が気軽
に集まり雑談やゲームを通じて交流する会です。
日　　時：平成29年2月12日（日）・3月12日（日）（全日 午後2時～5時）
会　　場：盛岡市総合福祉センター（盛岡市若園町2-2）
対　　象：大人のひきこもり当事者・経験者
参 加 費：無料
主　　催：盛岡ひきこもり当事者の会　晴天なり。
協　　力：盛岡市社会福祉協議会
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課　TEL 651-1000
H　　　P：http://seitennari.com/




