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　地域の高齢者の交流と健
康づくりを目的に、輪投げ
セットを購入しました。購
入後は輪投げ大会を開催
し、高齢者が日頃の技を披
露する中、子どもたちは大
苦戦。最後の一投が見事命
中し会場いっぱいの拍手が
おこり、最高の交流機会と
なりました。

　今期は積雪が特に多く、
小型除雪機の購入をしたこ
とにより、フル活動の除雪
作業となりました。地区住
民の主体的な作業で、冬期
間の安心・安全に暮らせる
環境が保たれています。高
齢者の外出機会が増えるこ
とから、さらに地域住民同
士のコミュニケーションが
図られるよう、事業の継続
を図ります。

赤い羽根共同募金にご協力お願いします赤い羽根共同募金にご協力お願いします
　今年も10月1日から「じぶんの町を良くするしくみ。」のスローガンのもと、赤い羽根共
同募金運動が全国一斉に始まります。
　この募金は、身近な地域の福祉活動に役立てられています。たとえば、町内会・自治
会等がおこなう地域福祉活動で使う備品の整備、障がい者作業所等の施設改修な
ど、様 な々活動に使われています。また、7月の西日本豪雨災害でのボランティア活動の
支援をはじめ、災害が発生した際の支援活動にも役立てられています。
　共同募金は皆様のやさしい気持ちを集める活動です。盛岡を“人と人とがつながり
共に支え合う良いまち”にするため、今年も戸別募金、街頭募金、学校募金、職場募金
などへのご協力をよろしくお願いいたします。

～共同募金から助成をいただきました～

募集期間／10月1日～12月31日

青山地区活動推進会

松園地区自治協議会

ありがとうメッセージ

　下記のとおり盛岡市社会福祉大会を開催します。式典では、多年にわた
り福祉に尽力された方々を表彰するとともに、小・中学生による福祉作
文・福祉標語の発表や記念講演をおこないます。今大会では、たけし軍団
の一員としておなじみの、ダンカン氏をお迎えしての講演となります。ご
来場をお待ちしています。

盛岡市社会福祉大会盛岡市社会福祉大会

日　　時／平成30年10月24日（水）　午後1時～午後4時
会　　場／盛岡市民文化ホール　大ホール（盛岡駅西通2-9-1）
入 場 料／無料（入場整理券が必要です）
記念講演／「愚痴ってもいい　泣き言を言ってもいい」
講　　師／ダンカン氏（お笑い芸人／タレント／放送作家）
問い合わせ／盛岡市社会福祉協議会　TEL 651-1000

9月3日（月）から右の窓口で配布します。
満席の際には入場をお断りする場合がございます。

▶盛岡市役所１Ｆ総合案内所 ▶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 ▶マリオスインフォメーション ▶プラザおでって ▶パルクアベニュー・カワトク７Ｆプレイガイド

入場整理券（無料）が必要です。

【プロフィール】
　1959年1月3日生まれ。埼玉県出身。
　お笑い芸人、タレント、俳優、放送作家、劇作家、映画監
督など、多方面で才能を発揮。
　たけし軍団の一員で、数多くのビートたけし氏関連番組
に放送作家として関わり、軍団の頭脳ともいえる存在。
　介護に関心を持つようになったのは、ホームヘルパーとし
て働いていた亡き妻がきっかけ。「人の役に立つことが幸
せ」と語っていた妻に影響され、介護をテーマにした小説を
書くにあたり実際に介護を知る必要があり、長男と一緒に
通信講座でホームヘルパー２級を取得。
　特別養護老人ホームやデイサービスなど50ヵ所の介護現場や訪問介護（ホームヘル
プサービス）の実習も経験。

第57回

昨年の街頭募金活動の様子

「愚痴ってもいい　泣き言を言ってもいい」
ダンカン氏
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昨年の共同募金はこのような活動に役立てられています！

　この度の西日本を中心とする豪雨により、被災された皆様に心よりお
見舞い申し上げます。
　今年も全国各地で自然災害による被害が発生しています。６月18日
には大阪府北部地震、同月29日、滋賀県米原市竜巻による被害、７月に
は西日本を中心とする各地で土砂崩れや水害等による深刻な被害が
発生し、死者数が200人を超える甚大な災害となりました。また、この豪
雨災害の被害は複数の市町村で発生し、上・下水道や通信といったラ
イフラインのほか、交通の障害も広域的に発生しました。
 被災地では、ボランティアや各支援団体による支援活動が現在も引き
続きおこなわれていますが、当協議会も岩手県社会福祉協議会の依頼を受け、職員を広島市災害ボランティ
アセンターへ派遣しました。
　中央共同募金会では、「平成30年７月豪雨災害」被災地への支援を目的に、義援金を募集しています。義
援金の受け付けは盛岡市社会福祉協議会の窓口でもおこなっています。
　お預かりした義援金は中央共同募金会を通じて被災地へ届けられ、被災された方 の々ために役立てられます。

『平成30年７月豪雨災害』
義援金募集

『平成30年７月豪雨災害』
義援金募集

地域福祉活動事業費助成（抜粋）

福祉のまちづくり支援助成

民間地域福祉事業への助成をおこないました

地域福祉活動に使われる備品整備への助成をおこないました

　　　　団体・事業名

おでかけ送迎サービス事業

ボランティア保険助成事業

盛岡市地区福祉推進会活動助成

盛岡市障がい者スポーツ大会

地区福祉懇談会開催事業

福祉団体等活動育成支援

　　　　団　体　名
盛岡世代にかける橋
おはなしの森まつぼっくり隊
黒石野平地区町内会
青山地区活動推進会
松園地区自治協議会
上永井自治会公民館
玉山薮川地区福祉推進会
城南地区福祉推進会
津志田地区福祉推進会

助　成　額   
200,000円
118,000円
200,000円
117,000円
200,000円
200,000円
200,000円
194,000円
200,000円

　　　　　　       内　　　　　容
行事用テントの整備
ハンドベル、キーボード、紙芝居セット
世代間交流用の餅つきセット、ガス炊飯器
交流会用の輪投げバッグつきセット
地域内除雪用の小型除雪機
座卓兼用テーブル、折りたたみ椅子
ノートパソコン、プリンター
ノートパソコン
地域内除雪用の小型除雪機

助　成　額  

1,402,205円

600,000円

2,680,000円

87,300円

25,000円

4,174,000円

あ り が と う ご ざ い ま す
アーク㈱
㈱アイヴィック
㈱愛真館
㈱ＩＢＣ岩手放送
㈱アイ不動産
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
アルファクラブ東北㈱岩手支社
㈱イクスル
㈱石田商会
いわぎんリース・データ㈱
㈱岩鋳
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
岩手県酒造協同組合
(一社)岩手県歯科医師会
(一社)岩手県私立幼稚園・認定こども園連合会
(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
(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)ハピネス共済会
(公財)岩手県予防医学協会
社会医療法人智徳会　未来の風せいわ病院
岩手建物管理㈱
岩手中央酪農業協同組合
岩手トヨタ自動車㈱
岩手トヨペット㈱
岩手道路開発㈱

㈱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
㈱エステーモータースクール
㈱大坂工務店
岡田電気㈱
小田中歯科医院
㈱小山田工業所
河北印刷㈱
カメイ物流サービス㈱盛岡営業所
㈱川徳
協積産業㈱

㈱北東北第一興商
北日本機械㈱
北日本レストラン㈱
㈱木津屋本店
㈲クリーンモーター岩手
介護療養型老人保健施設　圭友
小岩井農牧㈱
㈱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
医療法人社団 恵仁会　三愛病院
㈱三櫻
㈱三伸鋼機
サンリード東北㈱
三陸土建㈱
松栄砂利㈱

昭和石材㈱
㈱寿広
㈱純情米いわて
㈲セーコー印刷
清水寺
㈱盛南測量設計
成和自動車鈑金塗装工業㈲
全国共済農業協同組合連合会岩手県本部
㈱ＴＥＣ 総合教育センター学院
㈲曽我工務店
㈱高光建設
㈱第一環境保全
第一商事㈱レディーズ・アイ事業部
㈱ダイトク
㈾中央自動車学校
中央土地㈱
㈱テレビ岩手
天晶堂都南店

　赤い羽根共同募金は、皆様の身近なところで様々な活動に役立てられています。ここでは、平成29年度におこなわれた活動をご紹介いたします。
共同募金助成は前年度の募金実績により配分され、今年集めた募金は平成31年に実施される福祉活動に役立てられます。

※福祉団体への助成は市社会福祉協議会を通じて実施いたしました。

※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。

　　　　　　　　　内　　　　容
車いすが必要な方の通院等をリフト付き車両で無料送迎す
る事業（延べ714名利用）
ボランティア活動保険加入時に保険料の助成を行なう事業
（10,957件助成）
世代間交流行事やサロン活動などの地域福祉活動（市内全
域32地区で実施）

障がい者スポーツ大会の開催助成

地域の福祉課題解決に関する住民懇談会の開催（市内11地
区で開催）
盛岡市内の福祉団体への助成（地域住民への相談支援や保
健医療指導、障がい者支援、児童支援、高齢者支援等をおこ
なう9団体）

おでかけ送迎サービス事業

黒石野平地区町内会

　車いすなどを利用しなければ外出が困
難な高齢者や障がいのある方の通院を、
リフト付き車両を使って支援することがで
きました。

　餅つき大会では、経験豊かな高齢者か
ら学ぶ児童生徒の微笑ましい姿がありま
した。このような行事を毎年実施し、絆を
強めていく事業は継続していきたいと思
っています。

7月24日 盛岡市立厨川中学校様から
義援金をお預かりしました

広島県広島市の様子① 広島県広島市の様子② 盛岡市社会福祉協議会内　盛岡市共同募金委員会（TEL 651-1000）詳しくは

ありがとうメッセージ
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　盛岡市共同募金委員会では、平成31年度におこなわれる地域福祉活
動への助成申請を下記のとおり受け付けています。

1 助成金額　総額50万円（1団体10万円を上限とします。）
2 対象団体　町内会、NPO法人、ボランティア団体など
3 対象事業　下記のどちらかで、助成後も継続的な活動が見込まれるもの
　①住民参加によっておこなわれる地域生活支援に関する事業
　②地域の福祉的課題の解決につながる事業
　 ※事業の新規・既存は問いませんが、既存の事業については内容の
　　 拡大が見込まれるものが対象です。
4 募集期間　平成30年11月30日まで

清水町ふれあいサロン清水町ふれあいサロンサロン
紹介
サロン
紹介

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㈱
医療法人巖心会　栃内病院
都南金融団
㈱都南建設
医療法人財団 仁医会　都南病院
巴染工㈱
㈱トヨタレンタリース岩手
㈱トライス
杜陵高速印刷㈱

㈱土木技研
中亀建設㈱
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
日本レジャービジネス㈱マッハランド
ネッツトヨタ岩手㈱
㈲パールドライ
㈱ヒノヤタクシー
㈱ヒヤマフォトスタヂオ
㈱平金商店
㈱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㈱
㈲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
物産石油ホームライフ岩手㈱
ブリヂストンタイヤ岩手販売㈱
㈱ふるさと交通
フルテック㈱
㈱ベルジョイス
㈱ホテルロイヤル盛岡
㈱丸一魚類
丸モ盛岡中央青果㈱
㈲みかわや
みちのくコカ・コーラボトリング㈱盛岡営業部
㈱道又時計店
㈱三ツ星商会
㈱宮田燃料
㈱メガネの水晶堂
㈱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㈱
㈲盛岡消防設備点検センター
(一社)盛岡市医師会
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
盛岡地区タクシー業協同組合
社団医療法人　盛岡つなぎ温泉病院
盛岡糖粉㈱
盛岡ニッタン㈱
㈱盛岡窓枠
盛岡遊技業組合
㈲盛岡レンガ
㈱ヤシマ部品

㈱山與
ユニック北東北販売㈱
横河電子機器㈱
吉久産業㈱
㈱吉田印刷
㈱吉田測量設計
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30年5月7日～8月14日受付分】（敬称略・50音順）

◉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。

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

ボランティア
募 集!

ボランティア
募 集!

お問い合わせは

NPOもりおか
配食サービス
配達ボランティア

NPOもりおか
配食サービス
配達ボランティア

　盛岡市地区福祉推進会は、市内に32地区あり、地域の特性に応じた福祉活動の活発化や社会福祉事業の充実、発展の
ための活動をおこなっています。それぞれの地区により活動内容に特色がありますが、今回は仁王地区での取り組みをご
紹介します。

　7月21日、盛岡市名須川町にある専立寺（せんりゅうじ）を会場
に、仁王地区福祉推進会主催「寺子屋 宿題しよう会」が開催されま
した。
　この事業は、平成29年度、盛岡市社会福祉協議会と仁王地区福祉
推進会が開催した仁王地区福祉懇談会の中で、地域の方々から出さ
れたアイディアをもとにして実施された事業です。
　地域の方々や高校生ボランティアが仁王地区に住む小学生に勉強
を教えることや交流活動として宝探しゲームもおこないました。宝
探しゲームでは、地元企業様よりご提供いただいた沢山のお菓子が

景品として配られ、子ども達からは歓声が沸き上がりました。
　昼食時には、カレーライスとかき氷を参加者みんなで食べました。
カレーライスは主に仁王地区で活動している「りんご子ども食堂」の
皆さんに作っていただき、かき氷は開催場所である専立寺様のご厚意
でいただきました。参加した小学生と高校生ボランティアは美味しい
カレーライスとかき氷に舌鼓を打ちました。
　この事業では、児童が安全で安心して活動できる場を提供している
だけでなく、地域コミュニティの充実や世代間交流の場の創出、将来
の夢を叶えるために努力している高校生ボランティアの貴重な経験の
場となっています。仁王地区福祉推進会では、この寺子屋事業を今後
も夏休み・冬休みに合わせて開催する予定です。

地区福祉推進会活動の紹介

事業名〉 寺子屋 夏休み宿題しよう会
仁王地区福祉推進会

赤い羽根共同募金助成
「みんなの福祉を応援事業」募集

赤い羽根共同募金助成
「みんなの福祉を応援事業」募集

（この事業は平成30年度の赤い羽根共同募金を財源としておこないます。）
　詳しくは、岩手県共同募金会盛岡市共同募金委員会（TEL651-1000）
までお問い合わせください。

　清水町第一町内会の「清水町ふれあいサロ
ン」を紹介します。開催場所は、自治公民館
馬町会館で月１回開催をしています。盛岡三
十三観世音第一番札所である亀慶山城南寺峯
壽院の社務所であるサロン会場には、馬頭観
世音が祀られています。
　サロン会員は、男性が多く、ハーモニカ演奏
による合唱や体操・輪投げ、脳トレ等をおこな
い、元気で過ごせるように工夫をしています。
　地元の方を講師に、地元馬町の歴史を勉強
したり、蝶々の見本をみんなで鑑賞したりす
るなど、今後はドローンを飛ばす企画もある
とのことで、サロン会員の趣味を共有しなが
ら開催しています。

うま  まち



　本文でも紹介しましたが、７月に西日本を中心とした豪雨により大きな災害があり
ました。被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。本会からも職員１名が広
島市の災害ボランティアセンターの支援にいってまいりました。義援金の受付もおこ
なっていますので、今後も息の長い支援活動にご協力をお願いします。
　季節はすっかり秋らしくなってきました。異常なほどの夏の暑さでしたので、引き続
き、体調管理には十分お気を付けください。（こ）

編

集

後

記

地球環境に配慮し、植物油インキで印刷しています。

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＞

《心配ごと相談所》（予約不要） 盛岡市総合福祉センター
　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：10月19日（金） 午前10時～午後4時
　　　　　11月16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おこないます。
相 談 日：10月10日（水）午前10時～午後3時
　　　　　11月14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

●一般寄付
法人のため
　明治安田生命盛岡第二営業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,090円
●物品寄付
高齢者福祉等のため
　曹洞宗第一教区寺族会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・バスタオル・タオルケット等182点
　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電動ベッド2台
　テクノ株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書籍　2冊
　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・紙おむつ、尿とりパッド等　1,022枚
貸出事業のため
　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイルドシート1台
　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイルドシート2台
　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイルドシート2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30年6月19日～8月14日現在（敬称略）

ま ご こ ろ

弁護士による無料法律相談
　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おこないます。
日　　時：  9月26日（水） 午前10時～午後3時
　　　　　11月28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　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（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

ひとり親家庭等特別(法律)相談
日　　時：10月17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（本町通三丁目19-1）
対　　象：ひとり親家庭の方（母子家庭の方、父子家庭の方、寡婦）
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
　　　　　おこないます。
申し込み・問い合わせ：ひとり親家庭等就業・自立支援センター　TEL 623-8539

　盛岡市在住で60歳以上の方々の絵画や手芸品、書道作
品を集め、下記の3日間の日程で作品展を開催します。
日　　時：10月23日（火） ～ 25日（木）
　　　　　午前10時～午後5時
場　　所：盛岡市総合福祉センター 4F 講堂
　　　　 （若園町2-2）
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会
　　　　　地域福祉課　TEL 651-1000

昨年度の老人作品展の様子

昨年度の様子

第55回盛岡市老人作品展

　自宅で家族を介護している方を対象にした、リフレッシュ交流会の参加者を募集します。
日　　時：11月21日（水） 午後2時 ～ 22日（木） 午前11時30分
場　　所：つなぎ温泉 ホテル紫苑（繋字湯の館74-2）
内　　容：講演、参加者同士の交流会、軽体操 など
対　　象：盛岡市内にお住まいで、ご自宅で要介護1以上
　　　　　の高齢者や認知症の高齢者、または、重度の
　　　　　身体障がいのある方を介護している家族
参 加 費：無料
定　　員：25名
申し込み：盛岡市社会福祉協議会 在宅福祉課
　　　　　 TEL 651-1000までお申し込みください。
　　　　　10月23日（火）午前10時 より受け付けます。

家族介護者リフレッシュ交流会開催

　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43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：平成30年11月７日（水）午前10時～午後1時
場　　所：盛岡グランドホテル（愛宕下1-10）
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　盛岡市役所長寿社会課内
　　　　　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）
申し込み期限：平成30年9月25日（火）必着
問い合わせ：盛岡市役所長寿社会課　TEL 603-8003

金婚慶祝会のご案内

　盛岡市社会福祉協議会玉山支所では、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にご
協力いただけるボランティアを募集します。
運転する車両：日産 キャラバン
時　　間：平日の午前９時～12時30分、
　　　　　または午後１時～午後４時
問い合わせ：盛岡市社会福祉協議会玉山支所　TEL 683-2743

おでかけ送迎サービス運転ボランティア募集

　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
会を開催しています。また、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：11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。
　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

　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。
同じヘルパー同士おしゃべりしながら、わからないことを聞いてみたり、体験してみたり…。気
軽にご参加ください。
日　　時：10月10日（水）　午後６時～午後８時30分
　　　　　11月17日（土）　午後２時～午後４時30分
場　　所：盛岡市総合福祉センター（若園町2-2）
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
　　　　　TEL 651-1000 までお申し込みください。

「ヘルパーサロン」開催ヘルパーさん、集まれー!!

掲　　示　　板　（10～11月）
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