平成 24 年 7 月 10 日発行

― 第２５号 ―
発 行

盛岡市手をつなぐ育成会

事務局

〒020-0886 盛岡市若園町 2-2
盛岡市総合福祉センター内

TEL&FAX

０１９（６２４）４８３２

E-mail morioka-ikuseikai@image.ocn.ne.jp
HP http://www14.ocn.ne.jp/~mikuseik/

会 長

長 葭 常 紀

東日本大震災から 1 年 4 か月経過し、被災地

ループホーム建設に動いています。これは、当

の障がいのある方々も多くの支援を受けながら

会にとっても他人事ではありません。子どもた

歩み始めていますが、復旧・復興のためには道

ちが地域の中で安心・安全に暮らしていかれる

は長く、私たちの会としても個人としてもでき

よう、昨年、盛岡市議会に請願し採択された、

る支援を継続することが大切だと思っておりま

市営住宅の活用を含めての公設のグループホー

す。その中で、ある福祉事業所では、家が流さ

ム、ケアホームの設置や体験型のグループホー

れ仮設住宅で生活を送らなければならない複数

ムの設置を進めていく必要があります。そこで、

の利用者が出てきました。しかし、狭い仮設住

今年度は当会として NPO 法人を立ち上げ、その

宅では障がいのある方にとって生活は厳しく、

受け皿としての土台作りをすることが大きな仕

そこで、グループホームの必要性を事業所では

事になるのではと思っております。勿論、各委

県に訴え、仮設のグループホームが認められま

員会の活動も、会員の皆様のお声をお聞きしな

した。現在はそのグループホームに住み、日中

がら行っていく所存です。ご協力をお願いいた

は事業所に通いながら安定した生活を送ってい

します。

るとのことです。その事業所では、本格的なグ
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長葭常紀会長

小枝指成子副会長

引き続き会長に選任され
ました。個人としてはでき
る力は小さいと思いますが
顧問の木村先生をはじめと
して、副会長、役員、事務
局、そしてなにより会員の皆さんの支えで二年間
を務めてまいる所存です。お陰様で、当会の会員
数も特別支援学級・学校の先生方や校長先生、事
業所のお力添えがあり徐々にではありますが着実
に回復してきております。ありがとうございます。
これからも皆さんと共に手をたずさえながら歩ん
でまいりたいと思っております。よろしくお願い
いたします。

副会長に再任していただきま
した。
「本人活動委員会」と
「生活支援委員会」を担当しま
す。引き続きよろしくお願い
します。会員になって 30 年に
なります。
「障がいがあっても毎日精一杯の力で生
きているこの子達が地域で笑顔の消える事のない
暮らしをしっかり作っていこう」と先輩の方々と
共に微力ながら活動を進めてまいりました。今年
の夏「障害者総合福祉法」がスタートします。制
度の動向や、得られた情報が今の自分の子どもの
生活にどうかかわっていくのか、皆さまと学び共
有していきたいと思っています。関係機関の御指
導、ご支援を頂きながら一緒に育成会活動を進め
ていきましょう。

小野寺美喜子副会長
副会長２期目となりました。
２年前は右も左も分からぬま
まの出発でしたが、現在は１
人でも多くの方に会員になって
いただきたいと思い、各学校へ説明会に回らせて
いただいております。ただ思うように新入会の方
が増えずに悩むこともありますが、今年中学１年
生になった息子が毎朝はりきって登校する姿を見
ては、私も頑張らなければと励まされています。
今年は新しい幹事さんも随分増えました。その
方々と楽しく、仲良く、育成会に関わって良かっ
たと少しでも感じていただけるよう努力しますの
で、皆さんどうぞ宜しくお願いいたします。

平成 24 年度
《盛岡市関係》
盛岡市社会福祉審議会委員
盛岡市個人情報保護審議会委員
盛岡広域障害者自立支援協議会委員
盛岡市障がい児教育推進協議会副会長
盛岡市障がい者スポーツ大会副大会長
《盛岡市社会福祉協議会関係》

溝口澄子副会長
長い歴史のある育成会の
副会長を、入会 4 年目の新
参者の私が引き受けること
になりました。
知らないこと、わからな
いことだらけですが、会長はじめ役員の方々、事
務局、そして会員の皆様のお力を借りながら、子
どもたちの安心・安全な暮らしのために頑張って
いきたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

受諾の他団体役職一覧
《盛岡地方振興局関係》
盛岡地域ひとにやさしいまちづくり推進協議会委員
盛岡地域介護保健福祉協議会委員
《地域関係》
盛岡広域圏障害者地域生活支援生活支援センター運
営委員
盛岡地区福祉有償運送市町村共同運営協議会会長

盛岡市社会福祉協議会評議員
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総会報告
４月２３日、盛岡市総合福祉センターにおいて平
成２４年度の総会が開催されました。当日は３０名
程の会員が参加されたほか、来賓として、盛岡地方
振興局長代理・保健福祉環境部児童障がい福祉課長
昆秀博様、盛岡市長代理・保健福祉部障がい福祉課
長 石橋浩幸様、盛岡市特別支援教育研究会会長 津
川哲二様、盛岡市社会福祉協議会会長代理・事務局
長 岩舘仁様、盛岡市保健福祉部障がい福祉課知的障
害福祉司 清見則行様、盛岡市社会福祉協議会主事
斉藤加那子様にご臨席およびご挨拶を頂きました。
長葭会長より、各議案の説明に併せて育成会の現
況報告および今後の運営方針について説明を頂き、
全議案つつがなく承認されました。また任期満了に

平成 24 年度
顧問：木村泰雄

盛岡市手をつなぐ育成会組織体制

副会長：小野寺美喜子
（下橋中）

会長：長葭常紀

（花巻支援学校）

（あすなろ園）
常 執
任 行
幹 部
事
会

事務局
事務局長：
酒井節子

監事：
小笠原達夫(あすなろ園)
中村千恵子(となんカナン)

副会長：溝口澄子
（山岸小）

副会長：小枝指成子
（ヒソプ工房）

平成 24 年度

推進部 推進委員会
常任幹事

幹事

推進部 企画委員会
常任幹事

幹事

推進部 広報委員会
常任幹事

幹事

推進部 研修委員会
常任幹事

幹事

推進部 本人活動委員会
常任幹事

幹事

事業部 生活支援委員会
常任幹事

幹
事
会

会
員

幹事

各委員会名簿及び活動内容

会長：長葭常紀

推進部

つき役員改正が行われ、新役員が決定しました。下
表のとおりです。今年度も、育成会運営に対し会員
の皆様のご理解と積極的な活動参加をお願いします。
総会に続いて「どうかわる？障がいのある人の生活
支援のための相談支援事業」と題した研修会が行わ
れました。講師の愛知県・社会福祉法人理事長戸枝
陽基氏は、震災後いち早く沿岸の被災地に入り現在
も継続して支援活動にあたっています。そのような
活動を通して見えてきた様々な問題や、自立支援法
改正までの動きや制度・内容について、わかり易く
説明して頂きました。研修会には会員の他 30 名程の
施設や関係機関の方々の参加もあり、皆さんの関心
の高さが伺えました。

活動内容

事務局長：酒井節子

担当役員

担当常任幹事

推進委員会

バザー・賛助会員募集
はがきリサイクル

小野寺美喜子（副）

住吉谷文子（岩大附属支援・高）
吉田貞子（厨川小）

企画委員会

成人を祝う会
親子レクリエーション

小野寺美喜子（副）

昆野鈴子（個人）
渡部弥生（みたけ支援・中）

広報委員会

広報作成

溝口澄子（副）

研修委員会

茶話会
施設見学・講演会

溝口澄子（副）

菊池郁子(ハーモニー)
佐藤慶博（あさあけの園）

本人活動委員会

げんき塾・生け花教室
カラオケサークル

小枝指成子（副）

藤澤みな子（あすなろ園）
熊谷チエ子（しらたき工房）

事業部
生活支援委員会

活動内容
相談事業・キャラバン隊
音楽療法・一時介護
権利擁護

城内美徳（ハーモニー）

担当役員
小枝指成子（副）

担当常任幹事
長葭千恵子（県障がい者１１０番
相談室専門相談員）
工藤宏行（夢つむぎ城南施設長）
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～

各委員会の常任幹事さんに、今年の抱負をお伺いしました ～

企画委員会
今年度の企画委員会はメンバーも一新し、フレ
ッシュに新しい視点で前向きに活動していきたい
と思います。
活動内容は、親子レクリエーションのぶどう狩
りを９月１６日（日）に予定しております。親子
で楽しくぶどう狩りをしてゆっくり温泉につかり、
いやされたいと思います。多数のご参加をお待ち
しております。
そして、１１月２５日（日）に成人を祝う会を
予定しております。２０歳の記念の日を是非メン
バー一丸となって成功させたいと思います。一年
間宜しくお願いします。

推進委員会
今年度もふれあいバザーや書き損じハガキの回
収を通して地域と繋がり、元気に明るく爽やかに
多くの方と交流し、ふれあいの輪を広げていきた
いと思います。ふれあいバザーは 10 月 14 日（日）
に大通で行われる「いわて生協主催・第 18 回福祉
まつり」に参加する予定です。バザーの他にも子
供ゲームコーナーやわた菓子販売を行い、大勢の
方に足を止めてもらって楽しみたいです。会員の
皆様にはバザー品提供のご協力をお願いすると同
時に、是非当日大通に足を運んで頂きバザーを一
緒に盛り上げて頂きたいと思います。どうぞ宜し
くお願いします。

広報委員会
「広報さわらび」は育成会の“顔”であり、役
員と会員をつなぐパイプです。今年も広報委員会
は会員に親しまれ、役に立つ「さわらび」にした
いと考えています。年３回発行する予定ですがそ
の間でも必要な情報は随時、提供していきたいと
思います。各委員会のイベント等にはできるだけ
参加したいと思いますが、責任者に原稿・写真を
依頼することも多いかもしれません。その時は宜
しくお願いします。また、皆さんからの施設情報
や生活情報など提供してください。待ってま～す。

研修委員会
新しくメンバーさんを迎え気持ちも新たにスタ
ートしました。活動の中心は毎月第 3 木曜の茶話
会ですが、今年もフリートークの他にテーマやミ
ニ学習会的なものを取り入れてやりたいと思いま
す。子どもさんの身の回りのことから将来の生活
に至るまで話題は多岐にわたっていますが、話す
ことで楽になった、情報が得られた、思いを共有
してくれる仲間ができた等の声が聞かれます。ざ
っくばらんな雰囲気で気軽に話ができる場として、
少しずつ輪が広がっていく事を願っています。秋
頃には施設見学を予定しています。皆様のご協力
よろしくお願いします。
※お知らせ
8 月 16 日の茶話会はお休みします。

本人活動委員会
今年度も昨年同様本人の皆さんの元気な活動を
サポートしていきたいと思っています。活動とし
てはニュースポーツ、ボウリング。昨年初めて実
施した「わんこそば大会」は参加された方々に好
評でしたので今年もぜひ実施したいと考えており
ます。いずれの回も多くの皆さんの参加お願いし
ます。

生活支援委員会
生活支援委員会は、これまでと同様、毎月第３
木曜日に「なんでも相談室」を開設いたします。
ちょっとしたことでもお気軽にご相談下さい！
電話での相談（電話６２４－４８３２）もお受け
いたします。
また、知的障害・自閉症の理解啓発のためのキ
ャラバン隊「Ｐeer」の出前講座やレスパイト的な
一時介護事業、音楽療法の実施、さらに、福祉の
身近な話題をテーマとした講演会を開催いたしま
す。
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平成 24 年度 育成会 全体スケジュール
執行部
関連機関行事

4
月

5
月

6
月

7
月

広報
委員会

推進
委員会

4/9 第 1 回執行部会
4/9 第 1 回常任幹事会
4/11 岩大附属支援入学式
説明会（14 城北小・乙部
中/17 太田東小/20 山岸小
/21 大新小/23 津志田小/
25 岩大附属支援/27 仙北
小）
4/23 総会
5/2 市特研総会
説明会(12 下小路中/16 ひ
5/27 県育成会総会
6/4 幹事会
6/4市障教推進協議会総会
6/6 合同運動会
説明会（13 羽場小/15 城
南小/16 見前小/21 青山小
/25 松園小/26/本宮小）

9
月

9/9 あすなろ祭
9/23 ヒソプ祭
9/30 しいのみ祭

10
月

10/6 しらたき祭
○下旬ハーモニー祭

11
月

11/3・10 みたけ祭
11/9-14 合同作品展
11/11 峰南祭

は、予定です

はがきリサイ
クルお礼

広報 25 号

4/15 生け花
or カラオケ

4/19 相談日

5/17 相談日

6/21 茶話会

6/21 相談日

7/19 茶話会

7/19 相談日
8/5 ボウリン
グ大会
8/19
生け花 or カ
ラオケ

9/16 親子
レクぶどう
狩り

9/20 茶話会
○施設・事業
所見学
10/14 いわて
生協福祉まつ
り参加

11/25 成人
を祝う会

広報 26 号

○賛助会員募
集

12/7 合同学習発表会

10/18 茶話会

9/20 相談日
○音楽療法
10/7 げんき塾
ニュースポー
ツ等
10/21 生け花
or カラオケ

12/20 茶話会

○はがきリサ
イクル回収・
整理

2/1小学校合同スキー教室
2/8 中学校合同スキー教室
広報 27 号
○役員：関係機関団体の
会議等へ出席

○必要に
応じてタ
イムリー
発行

2/21 茶話会

3/21 茶話会
○はがきリサ
イクル運動の
強化

○茶話会は生
活支援委員会
と共催

※行事等の掲載希望の方は事務局にお知らせください。
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10/16 キャラバン
隊 Peer 活動
10/18 相談日
○福祉講演会
11/15 相談日
○音楽療法
○勉強会

11/15 茶話会

12/16 生け花
or カラオケ

12/20 相談日
1/１7 相談日
○音楽療法

1/１7 茶話会

3
月
備
考

生活支援
委員会

注）7 月以降

1
月
2
月

本人活動
委員会

5/17 茶話会

7/7 ひまわり学園祭

8/25市障がい者スポーツ大会

研修
委員会

4/19 茶話会

まわり学園)

8
月

12
月

企画
委員会

2/17 生け花
or カラオケ

2/21 相談日

わんこそば
大会

3/21 相談日

○ 生 け 花 or
カラオケは生
活支援委員会
と共催

○なんでも相談
室（毎月第３木曜
日 10:30～14:30）
○一時介護（通年）
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関連機関行事予定
○アダプティブ運動教室 2012 開催
（障害児者専門のスポーツ教室）
開催日 8 月 5 日（日）10：00～11：30
会場：ふれあいランド岩手・体育館
対象：小・中学生・高校生
※詳細は別紙のチラシをご覧ください。
○第 5 回特別支援教育セミナーin 岩手

会費納入のお願い
盛岡市手をつなぐ育成会の活動は、会員
皆様からの年会費と賛助会費等により運
営されております。年会費３０００円、県
育成会年会費１５００円となっておりま
す。7 月末日締切ですので、まだの方は、
お早めに納入いただきますようお願い申

講演「自立と社会参加を目指す支援の実際」

し上げます。お送りした振込用紙にて郵便

講師：上岡一世氏

振り込み、または事務局にお持ちくださ

開催日 8 月 6 日（月）13：30～16：00

い。宜しくお願い致します。

会場：いわて県民情報交流センター（アイーナ）
主催：にゃっき～ず IWATE
(NPO にゃっき～ず岩手支部)

ご不明な点がございましたら事務局まで
お問い合わせください。

事務局長

019－601-2613

問合せ先：工藤由紀子さん

○第１２回盛岡市障がい者スポーツ大会
開催日：８月２５日（土）9：00～13：00
会場：ふれあいランド岩手
参加資格：障がいのある中学生以上の方
主催：盛岡市障がい者スポーツ大会実行委員会

北地区障害者通所施設「さわら園」
建設募金ご協力のお願い「北地区障害児親の
会」の 10 年以上の運動が実り、盛岡市の松

○ドキュメンタリー映画上映会

園地区に障がい者通所施設「さわら園」（設

「空想劇場～若竹ミュージカル物語」

置本体：社会福祉法人岩手県手をつなぐ育成

日時：９月２日（日）13：30～

会）が建設されることになりました。現在、

会場：岩手教育会館大ホール
主催：ポーテージ療育教室 ぽっけ
（日本ポーテージ協会
チケット：前売り 800 円

施設建設後援会を設立し募金活動を進めて

盛岡支部）

います。市育成会会員の皆様方のご協力をお

当日 1,000 円小学生以下無料

願いします。詳しくは後日配布する趣意書を

問合せ先：菊池紀子さん 019－623-8588

ご覧ください。

（後援会事務局：城内）

◆ ◆ ◆ 編集後記 ◆ ◆ ◆
～平成２４年度広報委員会のスタッフ紹介～
副 会 長 溝口澄子
常任幹事
幹

事

城内美徳
梅村枝美子・佐藤寛子・松野郁子・
暦本潤子・吉田礼子

新体制になってから初めての広報をお届けします。
各役員、各委員会、そして事務局の全面的なご協力
もあり、予定通り発行することができました。
この 1 年間、スタッフ一同頑張りますので宜しく
お願いします。

＊相談予約受け付けます。

問合せ先

〒020-0886 盛岡市若園町 2-2
盛岡市総合福祉センター内（２階）
TEL&FAX: ０１９（６２４）４８３２
E-mail: morioka-ikuseikai@image.ocn.ne.jp
月・水・金曜日

１０：００～１６：００在局

（ただし、第３金曜日はお休みになりました）

盛岡市手をつなぐ育成会
事務局 酒井
※相談予約受け付けます。

盛岡市手をつなぐ育成会「さわらび 25 号」
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