
 

 

 

◇くらしのお悩み◇ 

◇無料相談会 開催日◇ 
 

２月７日（水）  ５月２日（水） 

３月７日（水）  ６月６日（水） 

４月４日（水）  ７月４日（水） 
 

♪12～17時（最終受付 16時）♪ 
 

◇予約希望の方は専用番号へ 

⇒ ０９０－９３２３－６４６９ 
 

※都合により予告なく変更 

となる場合があります。 

 

会場：総合福祉センター 

（盛岡市若園町 2-2） 

主催：ハヤブサ法務事務所 

行政書士  上總 隼 

登録番号 第 11031716号 

所在：〒020-0312 

岩手県盛岡市砂子沢 10-92 

TEL・FAX 019-666-2127 
※ご相談の内容は法律による 

守秘義務で守られます。 

※法律で制限のある内容は 

他機関の紹介となります。 
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新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶

■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30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、除雪をおこな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

　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、
雪かきボランティアの派遣をおこなう福祉除雪を実施しています。また除
雪協力団体(有償)の情報提供もおこなっています。
　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雪かきボランティア
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

ボランティア入門講座

日　　時：平成30年2月24日（土）午前9時30分～午後3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、ボランティア活動をや

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：平成30年2月14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、ボランティア講座を
開催します。
　また、活動を始めたばかり
の方や改めて基本を学びた
い方の参加も歓迎です。奮
ってご参加ください。

　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。
　さて、現在、わが国を取り巻く国際情勢は、近隣国による相次
ぐ弾道ミサイル発射や核実験の強行など、外交関係が非常に不
安定な状態となっており、国家間の一挙手一投足に世界が注目
しております。一方、国内では、2019年4月末、約200年ぶりとなる
天皇陛下の生前退位に国民の関心が高まるなど、内外情勢に
大きな動きがみられます。
　また、近年の社会福祉を取り巻く環境といたしましては、少子高
齢化の進行や生活困窮者支援など、複雑多岐にわたる課題が山
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。このような情勢のなか、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
活動を進めてまいりました。
　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、より一層市民に信頼される「社会福
祉協議会」として努めてまいる所存でございますので、今後とも皆
様の温かいご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、皆様方のますます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。

昨年度の様子
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私たち盛岡市社会福祉協議会は
地域力強化推進モデル事業に取り組んでいます

私たち盛岡市社会福祉協議会は
地域力強化推進モデル事業に取り組んでいます
　盛岡市社会福祉協議会では、盛岡市より委託事業として、「地域力強化推進モデル事業」をおこなっています。

今回、モデル地区として指定した杜陵地区とみたけ地区での取り組みをご紹介します。
　盛岡市社会福祉協議会では、盛岡市より委託事業として、「地域力強化推進モデル事業」をおこなっています。

今回、モデル地区として指定した杜陵地区とみたけ地区での取り組みをご紹介します。
Ｑ．地域力強化推進モデル事業とは？
Ａ．自分の住んでいる地域づくりを一部の人に任せるのではなく、他人の事を自分の
事のように考え働きかけをする「我が事」と地域の課題を「丸ごと」受け止める考え
方で進めています。これは、地域づくりに向けて住民や町内会、自治会などの地縁
組織をはじめ、福祉分野に限らず地域の町おこし、産業等の他分野に対して、必
要な働きかけや支援をおこなっていく事業です。

Ｑ．具体的にどんな事をおこなうのか？
Ａ．このモデル事業では、マンションの多い都市型の杜陵地区と、郊外の一戸建て
の多いみたけ地区をモデル地区としました。両地区は、それぞれ地域の方々の困り
事や地域を良くするために考えたアイディアや意見により、次のような働きかけをして
います。

Ｑ．地域の意見やアイディアはどうやって把握したのか？
Ａ．盛岡市社会福祉協議会では、毎年各地域で地区福祉懇談会をおこない、地域
の課題を把握しています。懇談会で、みんなが住みやすく元気な地域になるための
アイディアや改善点も多く出されたので、それを手掛かりとして、その地域に合った
モデル事業の内容を決めました。

Ｑ．この事業が目指していることはなにか？
Ａ．地域の力が強化されることは、人とのつながりができ、災害時だけでなく普段の
生活においても、困ったときに支えたり支えられたりできるようになり、自分の住んでい
る地域の人全てが孤立せず、安心して暮らしていくことができます。私たち盛岡市
社会福祉協議会は、そんな地域づくりを目指しています。

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制度です。

【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、下記係までお
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。）

・申込時から貸付、返済終了まで、民生委員及び社会福祉協議会が世帯の相談支援をおこ
ないます。なお、申請時にはお住まいの地区の民生委員の意見書が必要となります。

・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では、現在住んでいる地域をより良いものに
するため、市内３２地域で福祉懇談会を開催しています。今号では５地
区の福祉懇談会で出されたアイディアについてご紹介します。
■北厨川地区　10月17日開催
　主な課題（テーマ）
　　自治会活動への理解、なり手不足の解消、活動の振興
　アイディア（地域でおこなう事）
　・自治会活動の内容や必要性についてPRをおこなう。
　・仕事をしながらでも町内会活動ができる仕組みづくりを目指す。
　・若い人が「必要とされている」と意識できる地域行事の開催。
■津志田地区　10月26日開催
　主な課題（テーマ）
　　地域での災害時や子育てに係る自助・共助について
　アイディア（地域でおこなう事）
　・あいさつ活動を通じて子どもも大人も顔見知りになる。
　・地域支えあいマップの活用で災害時の自助・共助を促進。
■青山地区　10月31日開催
　主な課題（テーマ）
　　地域の雪かきについて
　アイディア（地域でおこなう事）
・有償ボランティアも視野に入れた、ボランティアによる雪かき活動の
構築を目指す。
・雪まつり等の行事開催や雪かき活動後の交流会を通して、地域の
つながりを深める。

■加賀野地区　11月14日開催
　主な課題（テーマ）
　　サロン活動と見守りについて
　アイディア（地域でおこなう事）
　・サロンを活用した高齢者等の買い物支援。
　・家から歩いて気軽に集まれる居場所づくり（空き家や公民館の活用）。
　・子どもたちを対象にした地域行事やサロンの開催。
■渋民地区　11月17日開催
　主な課題（テーマ）
　　渋民地区にサロンをつくろう
　アイディア（地域でおこなう事）
　・少人数からでも集まれる居場所づくりを目指す。
　・地区全体を対象にした誰でも集まれるサロン
　　や地域行事の開催。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

地区福祉懇談会開催報告地区福祉懇談会開催報告

盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課 生活支援係　TEL 651-1000

杜陵地区マンションサミットの様子

福祉もりおか

取り組み内容
「杜陵地区マンションサミット」の開催
（平成29年11月16日）
地域の相談窓口になっている機関とマンション
関係者との意見交換会。今後は、地区福祉推
進会、町内会を含む意見交換会を予定
「みたけ地区ボランティア養成講座」の開催
（平成30年1月20日（土）/1月25日（木））
※詳しくは、下記をご覧ください。
地域の人が集える場所の「支え手」や支援が
必要な人の「担い手」づくりを実施

地域の人から出されたアイディア

町内会とマンションに住む人たちとの交流

地域の人が集まれる場や活躍できる機会

杜陵
地区

みたけ
地区

みたけ地区
ボランティア養成講座

★みたけ地区で活動していただけるボランティアを養成する講座を開催します。たくさんのご参加をお待ちしています。
日　　時：平成30年1月20日（土）・25日（木）　午前10時～正午　※両日とも同内容のため、どちらか都合の良い日を受講してください。
対　　象：みたけ地区にお住まいの方や、職場がある、学校があるなどみたけ地区に関わりのある方
内　　容：子ども、障がい者、高齢者、居場所についての講義とグループワーク
申込み先：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課 地域福祉係　TEL 651-1000

渋民地区福祉懇談会の様子
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　盛岡市社会福祉協議会が実施す
る訪問入浴介護事業を平成30年3
月をもって廃止します。

　介護保険法の指定事業所として
は18年間、盛岡市から「移動入浴車
派遣事業」として受託した昭和49年
から数えると43年間、多くの皆様に
ご利用いただき誠にありがとうござい
ました。

訪問入浴介護
事業廃止の
お知らせ

たまやまチャリティーショーたまやまチャリティーショー

歳末たすけあい演芸会歳末たすけあい演芸会

真如苑東北本部様真如苑東北本部様

　12月3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13万
円のうち10万円を盛岡市社会福祉協議会へ、 3万円を盛岡
市共同募金委員会へご寄付いただきました。
 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29回目となっています。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、会場内も多
くの来場者で賑わい、華やかなステージとなりました。

　盛岡市内の各地域では、子どもから高齢者までが一緒に参加し、交流を深めたり、地域での隣近所のつながりを強くしたりすること
を目的に、様 な々世代間交流事業がおこなわれています。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
ご紹介します。

　掲載事業も含め、お住まいの地域での交流事業については、お近くの地区福祉推
進会事務局、または盛岡市社会福祉協議会 地域福祉課（TEL 651-1000）へお問
い合わせください。

▶米内地区　三世代交流親子バス遠足
　三世代交流として日帰りの親子バス遠足を開催し、仙台うみの杜水族館
へ行ってきました。バス移動中のレクリエーション、水族館でのふれあい見
学、ふれあい昼食、ペンギンに触れるフレンドリータイム等の体験を一緒に楽
しみ、交流を深めました。

▶上田地区　三世代交流ふれあい卓球大会
　毎年11月の第2土曜日に卓球大会を開催しています。最近では、出場され
る選手以外にも応援や見学に来て下さる方が増えています。大会終了後の
昼食交流会では、児童、高齢者、卓球クラブの指導者等で昼食をとりなが
ら、和やかな時間を一緒に過ごしました。

▶西厨川地区　大新学区スポーツの祭典
　毎年、大新小学校を会場に三世代スポーツ大会を開催しています。子ど
もから高齢者まで延べ23種目の競技に挑戦し、楽しい時間を過ごしました。
綱引きなど子どもたちが出場する競技では地域の人たちが声援を送るなど、
地域交流の輪が広がりました。

▶太田地区　スポーツ交流会
　ボール送り、玉入れ、パン食い競争、勝ち抜きジャンケン、コミュニケーション
ゲームなどの種目をおこない、ミニ版スポーツ大会を開催しました。子どもたち
が老人クラブから参加された高齢者の肩たたきをする場面等もあり、心温ま
る世代間交流となりました。

　12月7日、盛岡市歳末たすけあい演芸会（同実行委員会主催）
が盛岡市民文化ホール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44団体が出演し、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。この演
芸会で参加団体および入場者から寄せられた募金572,538円は
12月14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、今回までの寄付の総額は
4,000万円以上となりました。
　当会の川村会長からは「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29年10月18日～12月14日受付分）

エビー㈱

津志田地区
「せんべいの会」
津志田地区

「せんべいの会」サロン
訪問

おじゃまします
！

おじゃまします
！

　「せんべいの会」は、毎月第２月
曜日（1・8・9月はお休み）に津志田
16区東公民館にて開催している
サロンです。お茶飲み会や手芸、
工作などをしながら毎回楽しい時
間を過ごしています。　12月11日
は、地域活性化連携事業「交流サ
ロン型サービス」のモデル事業とし
て岩手県内の理容組合、美容業
組合、すし業組合、社交飲食業組
合の方 に々お越しいただき、シャンプーやメイクアップ、太巻きの作り方、コーヒーの
美味しい入れ方等の様 な々講座を開催しました。太巻きは、すし業組合の方から

指導を受けながら、巻き
方等の体験をおこないま
した。作った太巻きを参
加者で試食するなど、賑
やかで楽しい時間を過ご
すことができました。
　次回の開催日は2月12
日（月）の予定です。お近
くにお住いの皆様の参加
をお待ちしております。

今年も次の方々よりご寄付をいただきました。ご厚情に感謝申し上げます。

福祉もりおか

盛岡市地区福祉推進会
「ふれあいシルバーサロン世代間交流事業」のご紹介

盛岡市地区福祉推進会
「ふれあいシルバーサロン世代間交流事業」のご紹介

米内地区

上田地区

西厨川地区

太田地区



福祉もりおかNo.188に係る訂正とお詫び
　前号（平成29年11月15日発行/No.188）におきまして、4面 歳末たすけあい演芸会の開催場所を
「岩手県民会館 大ホール」と記載しておりましたが、正しくは「盛岡市民文化ホール 大ホール」でした。
ここに訂正のうえ、お詫び申し上げます。

●一般寄付
　法人のために
　　明治安田生命盛岡支社　盛岡第二営業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,834円
　　西青山二丁目老人クラブさつき会　会長　及川靖紀・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　特別養護老人ホーム　繫松苑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
　　乙部地区保健推進員・乙部地区食生活改善推進員・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
　　都南芸能協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　煎茶道三彩流岩手支部　彩茗会　会長　立花勇司・・・・・・・・・・・・・・50,000円
　　真如苑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円
　　盛岡民踊研究会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45,806円
　　ＪＡ新いわて女性部玉山支部　支部長　三浦葉子・・・・・・・・・・・・・・・・31,153円
　　八重樫泰信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　船田東自治会　会長　佐々木勉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,191円
　　たまやま女性団体協議会　会長　竹田かづ子・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
　　青葉幼稚園父母の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298,200円
　　盛岡市退職女性教職員の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
●物品寄付
　高齢者福祉のために
　　「小さな親切」運動岩手県本部　代表　田口幸雄・・・・・・・・・・・・・・・・車イス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29年10月17日～平成29年12月15日現在
（敬称略）

ま ご こ ろ 催 し 案 内

　ボーイスカウト盛岡第12団では、子どもの体験教育活
動にお手伝いいただけるスタッフを募集しています。
内　　容：・小学生対象の野外活動見守り・活動補助
　　　　　・活動の企画・準備・撤収・撮影・備品管理
　　　　　・土日祝を中心に月２,３回の活動です
活 動 例：歌、ゲーム、工作、バザー、募金、清掃活動、　
　　　　　ハイキング、野外炊事、軽登山、雪遊び等
問い合わせ：上総（かずさ）
            　TEL 090-9323-6469 / Eメール：kazsa.t@ezweb.ne.jp

　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。
　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。
日　　時：平成30年3月４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。

　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：平成30年2月8日(木)から毎週木曜日
　　　  　午後4時～午後6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：平成30年2月1日（木）

福祉茶会割引券配布のお知らせ

2～３月

社会福祉協議会の相談窓口

生活支援員を募集します

＜盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内　TEL ６５１-１０００＞
《心配ごと相談所》（予約不要）
　市民の皆様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おこないます。
相 談 日：平成30年 1 月19日（金） 午前10時～午後4時
　　　　　　　　　  2 月16日（金） 　　　　〃
　　　　　　　　　  3 月16日（金） 　　　　〃
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おこないます。
相 談 日：平成30年 2 月14日（水） 午前10時～午後3時
　　　　　　　　　  3 月14日（水） 　　　　〃
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

　日常生活自立支援事業の生活支援員を募集します。
　認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者で判断能力が十分ではない方の自立した生
活を援助する役割を担います。
雇用形態：非常勤（時給：1,300円～、但し、ガソリン代実費含み）
必要資格：不問。福祉・金融・教育分野に従事した方が望ましい。
勤 務 地：盛岡市社会福祉協議会（若園町2-2）
内　　容：専門員の計画に基づき、訪問、公共料金等の支払いや金銭のお届け、見守り。

訪問活動は、自家用車を使用していただきます。
募集期間：平成30年2月28日（水）まで
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課 生活支援係（TEL 651-1000）

　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・登記相談をおこ
ないます。（予約制）
日　　時：平成30年2月8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たボウリング大会の参加者を募集します！
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
受　　付：平成30年3月18日（日）  午前9時30分～  受付
日　　程：午前10時～　開会式

午前10時10分～　ボウリング教室(盛岡市身体
障害者スポーツ推進協議会主催)
午前10時40分～　競技開始

場　　所：マッハランド（上堂１丁目2-38）
参 加 費：無料（貸靴料は別途各自負担）
申し込み：平成30年3月9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。

■ボウリング大会にご協力いただけるボランティアを募集します！
内　　容：競技補助（車いす移動補助、ボール渡し補助）
申し込み：平成30年3月2日（金）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。

市長杯争奪身体障がい者ボウリング大会

日　　時：平成30年2月17日（土）
　　　　　午後1時30分～午後4時（受付午後1時）
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30年1月30日（火）
【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）

ボランティア連絡協議会 研修

シニアビリヤード教室

ボーイスカウト盛岡第12団スタッフ募集

地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。


	189福祉もりおか1面_4面
	189福祉もりおか2面_3面

