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会 長

長 葭 常 紀

このたびの東日本大震災により被害を受
けられました皆様に、心よりお見舞い申し
上げます。沿岸から入会されている会員の

すし、心のケアの必要性を身をもって感じ
ているところです。総会でご承認いただき
ました義援金 10 万円につきましては、県育

方もおられますが、皆様方には何卒お身体

成会では全日本育成会から７００万円の義

にご留意の上、一日も早く復旧されますよ
援金が届き、それを被災者に配分するとい
平成２3 年４月２0
日 総会風景
う心よりお祈り申し上げます。私も中小企
うことでしたので、当会としては、６月７
業支援機関の責任者として、直ちに沿岸部
日に岩手日報社を通して被災地への皆様へ
に出向きまして企業の被災状況を確認し復
お届けいたしました。今後も、会としてで
旧のための対策を県と共に進めてまいりま
きる支援をしてまいりたいと思っておりま
した。同時にボランティアとしてかみさん
す。このような非常時ではありますが、今
の手伝いで支援物資を積み沿岸の福祉事業
年度も会員の皆様と力を合わせて、事業の
所等を訪問もしておりますが、時間の経過
推進に全力を挙げ、子どもたちの自立と共
と共に求められるものが違ってきておりま

生のため活動してまいりたいと思います。
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総会報告
４月２０日（水）、盛岡市総合福祉センタ
ー１階レクリエーション兼催事場において、
盛岡市手をつなぐ育成会の平成２３年度総
会が開催されました。開会に先立ち、３月
１１日に発生した東日本大震災で犠牲にな
られた方々を悼み黙祷が捧げられました。
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 宮野洋子様、
盛岡市長代理保健福祉部障がい福祉課長
佐々木幸司様、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 兼平勲様に
ご臨席およびご挨拶を頂きました。
長葭常紀会長から、各議案の説明と育成
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、またこのたびの震災に対し育成会
として１０万円の義援金を寄付することも
承認されました。今年度も少ない予算を会
として有効に使うべく、会員皆様の積極的
な活動参加をお願いします。
総会に続いて「暮らしと福祉サービスの
利用」と題して研修会が行われました。最
近の福祉サービスについて利用者の立場、
提供する事業者の立場からそれぞれお話を
頂きました。まず利用者からとして、しら
たき工房保護者 菅原せつ子様、しいのみ
ホーム保護者 矢羽々恵子様よりこれまで

平成 23 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
盛岡市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大会長
《盛岡市社会福祉協議会関係》

のサービス利用の経験をお話していただ
きました。次に事業者として、しらたき工
房主任生活支援員 水野伸子様からは、利
用者のニーズに合わせたサービス利用の提
供について、そして紫波さぷり代表 細川
恵子様からはおもに最近の児童デイサービ
スについてお話を頂きました。また、夢つ
むぎ城南施設長 工藤宏行様より盛岡及び
周辺地域の福祉施設・サービスの近況につ
いて伺いました。福祉サービスの内容は施
設の様態の変化に伴い日々多様化しており、
目的を持って情報収集をすること、そして
あふれる情報に振り回されないことの大切
さを強調されておりました。様々な福祉サ
ービスがある一方で、その利用については
複雑で分かりにくいといわれています。理
解を深め、有効に活用したいものです。

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
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盛岡地区福祉有償運送市町村共同運営協議会委員

盛岡市社会福祉協議会評議員

5 月 20 日の総会において承認されました
東日本大震災義援金の贈呈が、6 月 7 日（火）、
岩手日報本社で行われました。育成会から
は長葭会長、小枝指・池野・小野寺副会長
が出席し、会長より岩手日報事業局事業第
一部 部長菊池明彦様が義援金 10 万円を受
け取られました。皆様の温かい気持ちが一
刻も早く被災された方々に届きますように。
岩手日報本社にて

平成 23 年度
顧問：木村泰雄

盛岡市手をつなぐ育成会組織体制
推進部 推進委員会
常任幹事

幹事

（花巻支援学校）

推進部 企画委員会
常任幹事

幹事

副会長：池野敬太郎

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

副会長：小野寺美喜子
（城南小）

会長：長葭常紀
（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)

（みたけ支援学校）

副会長：小枝指成子
（ヒソプ工房）

平成 23 年度

活動内容

幹事

各委員会名簿及び活動内容

会長：長葭常紀

推進部

事業部 生活支援委員会
常任幹事

幹
事
会

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）

企画委員会

成人を祝う会
親子レクレーション

小野寺美喜子（副）

広報委員会

広報作成

池野敬太郎（副）

溝口澄子（山岸小）

研修委員会

茶話会
施設見学・講演会

池野敬太郎（副）

城内美徳(ハーモニー)
菊池郁子(ハーモニー)

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）
岩谷雅子（個人）

事業部

活動内容

住吉谷文子（岩大附属支援）
吉田貞子（厨川小）
昆野鈴子（緑生園）

担当役員

盛岡市手をつなぐ育成会「さわらび 22 号」
（3）

担当常任幹事

会
員

平成 23 年 7 月 10 日発行

生活支援委員会

相談事業・キャラバン隊
音楽療法・一時介護
権利擁護

小枝指成子（副）

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）
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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

研修委員会

今年度も企画委員会はメンバー一同精一杯頑張
って笑顔と楽しさをモットーに委員の方々とのふ
れあいを持ちながら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４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花巻のホテルにて美味し
い弁当と温泉につかり、お互いの会員の皆さんと
交流も深め、ゆったりとした気分で癒されたいと
思います。１１月２０日（日）は盛岡八幡宮参集
殿におきまして新成人の皆さんの喜びの日を多数
の参加者でお祝いできます事を願い親子レク共々
会員の皆様のご協力を宜しくお願いします。

今年度の研修委員会は、昨年同様に茶話会、学
校施設見学、講演会などを考えています。見学で
は施設を２年続けましたので、今年度は学校見学
を秋頃に予定しています。また定例の茶話会（毎
月第三木曜）は、昨年好評だったテーマを設けた
企画を今年も数回予定しています。幅広い年齢層
の会員さんがいらっしゃるので、茶話会等を通し
交流し、情報交換をしたり、色々な思いを語り共
有しあい、つながっていける場になればいいなあ
と願っています。皆さんのご意見を伺いながら、
そして今年度から加わりました新メンバーさんと
一緒に活動して行きたいと思っています。宜しく
お願いいたします。

推進委員会

本人活動委員会

『やっぺし』
（やりましょう）という言葉。自発
的でとてもステキな言葉ですね。
「盛岡市ボランテ
ィアまつりが今年は中止になるかもしれない。」
「ふれあいバザーはどうなるんだろう。
」と心配す
る中、今年度の推進委員の皆さんからは、どんな
形でも育成会のバザーは開催しましょういう嬉し
い声が出てきました。そして、10 月 16 日（日）
大通りで行われる福祉まつりにバザー出店するこ
とにしました。はがきリサイクルも同様、今年も
元気を出して「やっぺし！！」です。育成会会員
の皆様のご協力宜しくお願いいたします。

今年度の活動は、3 月の大震災で現在（６月現
在）ふれあいランドが使用できない状態なので、
７月にボウリング開催を予定しております。又ふ
れあいランドが使用できる状態になりましたら、
いつものニュースポーツを実施します。新しい活
動も考えております。昨年同様生け花教室とカラ
オケを偶数月に開催しております。皆様の参加を
待っています。

広報委員会
今年度も広報委員会では、昨年と同様広報「さ
わらび」を年３回発行したいと思っています。こ
んなことを載せてほしい、こんな特集を組んでほ
しいと言うことがありましたら、ぜひお聞かせ下
さい。また、お勧めのお店や、お役立ち生活情報
などもどんどんお寄せ下さい。会員の皆さんの声
を生かした広報紙作りを心がけたいと思っていま
す。一年間、宜しくお願いします。

生活支援委員会
今年度の生活支援委員会は、定例の毎月第３木
曜日「なんでも相談」開催やキャラバン隊「Ｐeer」
の出前講座、レスパイト的な一時介護事業を実施
します。気軽にご活用ください。新企画として、
高齢に伴う諸問題についての情報交換と勉強会を
予定しております。また、昨年に引き続いての高
等部以下の親子を対象とした音楽療法や、本人委
員会と共催の本人余暇活動「生け花教室」
「カラオ
ケ」も実施いたします。
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平成 23 年度 育成会 全体スケジュール
執行部
関連機関行事
4
月

企画
広報
委員会 委員会

推進
委員会

4/6 会計監査
4/8 第 1 回執行部会
4/11 第 1 回常任幹事会
4/20 総会

研修
委員会

本人活動
委員会

生活支援
委員会

4/21 茶話会

4/21 相談日

5/19 茶話会

5/19 相談日

4/27 ファミリーサポート総会

5
月

5/2 市特研総会
5/12 ひまわり学園説明会
5/25 幹事･常任幹事会
5/28 県育成会総会

はがきリサイ
クルのお礼回
り

5/28 成年後見センター総会

6
月

6/10 市特研合同運動会

7
月

7/2 ひまわり祭

8
月

8/20市障がい者スポーツ大会

9
月

9/11 あすなろ祭
9/23 ヒソプ祭

10
月

11
月

12
月

6/16 茶話会

広報 22 号

9/4 親子
レクぶど
う狩り

10/2 しいのみ祭
10/1 しらたき祭
10/23 ハーモニー祭
10/24 盛岡市社会福祉大会
10/29～30 観武祭
11/13 峰南祭
11/11-15 市特研合同作品
展
11/19 あにわ祭

はがきリサイ
クル回収

はがきリサイ
クル回収・整
理

広報 23 号

賛助会員募集
○はがきリサ
イクル回収・
整理

12/2 市特研合同学習発表
会

1
月
2
月

広報 24 号

○はがきリサ
イクル回収・
整理

3
月
備
考

7/31 ボウリ
ング大会

7/21 相談日

8/18 茶話会

8/7 生け花
ランド

8/18 茶話会相談日

9/15 茶話会
○施設・事業
所見学

9/15 相談日
○音楽療法
10/16 生け花
10/30 げんき
塾ニュースポ
ーツ等

11/17 茶話会

○必要に
応じてタ
イムリー
発行

○はがきリサ
イクル運動の
強化

10/20 相談日
○情報交換会

11/17 相談日
○音楽療法

12/15 茶話会

12/18 生け花
ランド

12/15 相談日

1/19 茶話会
○講演会

わんこそば
大会予定

1/19 相談日
○音楽療法

2/16 茶話会

2/19 生け花
ランド

2/16 相談日
○研修会

3/15 茶話会
○役員：関係機関団体の会
議等へ出席

6/16 相談日

7/21 茶話会

10/16 福祉ま
10/20 茶話会
つり（バザー）

11/20 成
人を祝う
会

6/12 生け花
福祉センタ
ー

○ 茶話会
10：30～
14：30

※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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3/15 相談日
○生け花 or
カラオケは
生活支援委
員会と共催

○相談時間
（10:30～14:30）
○一時介護（通年）
○キャラバン出前
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関連機関行事予定

会費納入のお願い

○第１１回盛岡市障がい者スポーツ大会
開催日：８月２０日（土）9：00～13：00

盛岡市手をつなぐ育成会の活動は、会員皆

会場：ふれあいランド岩手

様からの年会費と賛助会費により運営され

参加資格：障がいのある 13 歳（中学生）以上の方

ております。年会費 3,000 円、県育成会にも

参加費：無料

加入される場合は更に年会費 1,500 円とな

（ボウリング参加者のみシューズ代 300 円）
主催：盛岡市障がい者スポーツ大会実行委員会
※詳細は別紙のチラシをご覧ください。

っております。まだの方は、お早めに納入い
ただきますようお願い申し上げます。お送り
した振込用紙にて郵便振り込み、または事務
局にお持ちください。宜しくお願い致しま

○公開福祉講演会
テーマ：『利用者本位の「誰もが利用できる

す。ご不明な点がございましたら事務局まで

ユニバーサルな支援」の仕組みづくり』

お問い合わせください。

講師 曽根直樹氏（埼玉県・
ひがしまつやま市総合福祉エリア施設長）
開催日：８月２８日（日）9：30～11：00
会場：いこいの村岩手

また、所属及び住所等変更された方は事務
局までご連絡下さい。
お知らせ
玉山地区鈴の会（15 名）が入会しました。

参加費：無料
主催:岩手県・岩手県障がい者社会参加推進ｾﾝﾀｰ

一緒に歩んで行きたいと思います。
事務局長

問い合わせ・申込 電話 019-637-5055

○岩手県において７月１日から二つの相談窓口がオープンしてます！！
岩手県において平成２３年７月１日から①「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県条
例」と②「障がいのある人の虐待に関する相談」がスタートしました。①は障がいがあることを理由と
して不利な区別、排除および権利の制限についての相談で各社会福祉協議会が窓口です。また、②は障
がいのある人への虐待についての相談で、家族や親族によるものは市町村の障がい福祉担当課、障害者
支援施設や障害福祉サービス事業者関係によるものは広域振興局が窓口、その他の相談窓口として「障
がい者 110 番」
で 24 時間 365 日受付けます。

◆ ◆ ◆ 編集後記 ◆ ◆ ◆
～平成２３年度広報委員会のスタッフ紹介～
副会長 池野敬太郎
会員に役立つ情報誌を目指します。乞うご期待！
常任幹事 溝口澄子
諸先輩方にいろいろ教えて頂きながら頑張りた
いと思います。宜しくお願いします。
幹事
佐藤寛子・松野郁子・米村昭子・都筑由紀子・暦
本潤子以上のメンバーで、事務局さんの力お借りし
ながら一年間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。

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
http://www14.ocn.ne.jp/~mikuseik/
月・水・金曜日

１０：００～１６：００在局

（第３週は金曜日休みで木曜日在局しています）

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 22 号」
（7）

