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平成 25 年 11 月 24 日第 38 回成人を祝う会
会長

長 葭 常 紀

会員の皆さまには、お健やかに新たな年を迎えられたことと心からお慶び申し上げます。
25 年度の事業計画も順調に遂行しており、各委員会、会員の皆さまのご協力の賜物と感謝いたして
おります。さて、2006 年の第 61 回国連総会で採択されている「障害者の権利に関する条約」
（2014
年 1 月 20 日現在の批准国 141 か国）について、日本では昨年 12 月 4 日に締結のための国会承認を
得、1 月 20 日に批准書を国連事務総長に手渡し、いよいよ本年 2 月 19 日から効力が生じることに
なります。これにより日本において、あらゆる分野で障がい者の権利の実現に向けた取り組みが強
化され、人権尊重が一層推進されると思いますが、
「ようやくここまで来た」という思いです。一方、
地域においては、当会が市議会に請願し昨年発足した盛岡市自立支援協議会の中に発達障がい者支
援プロジェクトチームと高齢化対策プロジェクトチームが設置され、チームメンバーは、それぞれ
直面する個別課題の解決に向け月 1 回ペースで集まり、必要に応じて関係機関・団体等から聞き取
りやアンケート調査を行い、報告書をまとめ親会に提言するという具体的な動きが 1 月からスター
トしました。当会は高齢化対策チームに所属しておりますが、障がいのある人たちが安心安全に暮
らしていくための、24 時間対応の地域生活支援拠点の整備を提言していきたいと思います。そのた
めに会員の皆さまから様々お声をいただきプロジェクトに反映させていきたいと思います。
今年もよろしくお願いいたします。
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平成２５年１１月２４日(日)盛岡八幡宮参集殿におきまして、
「第３８回成人を祝う会」を開催
いたしました。今年度成人されたのは、菅原透子さん・吉田拓真さん・近江佳太さん・佐々木大
輔さん・宮本真衣さん・菊池菜緒さん・菅原翔平さん・平野加奈さん・山本祥子さん・寺澤眞輝
さんの１０名の皆さん（当日は９名の方が出席）です。おめでとうございます。
式では、盛岡広域振興局保健福祉環境部部長・岡村鋭次様、盛岡市長(代理)保健福祉部次長・
兼田英典様、盛岡市社会福祉協議会会長(代理)常務理事・大志田和彦様より温かいお言葉をいた
だき、祝賀会では、盛岡市議会議長・金沢陽介様より乾杯の御発声を、盛岡市特別支援教育研究
会会長・津川哲二様より励ましのお言葉をいただきました。感謝申し上げます。
更に、ご多忙の中、岩手県議会議員並びに盛岡市議会議員の皆さま、関連機関の代表の皆さま
にご参加をいただきましたこと、心よりお礼申し上げます。
アトラクションでは、アマチュアマジシャンの植田勲さんによるマジック、三井和子さんによ
る音楽療法が行われ、会場が一体となりクイズに答えたり、合唱したりと、楽しい時間を過ごす
ことができました。その後、新成人を代表して菊池菜緒さんが、保護者を代表して宮本祥一さん
がお礼の言葉を述べられました。最後にあすなろ園職員の坂本省吾さんより新成人の皆さんにエ
ールを送っていただきました。温かい拍手の中、今年度の成人を祝う会も盛会のうちに終了する
ことができました。ご協力をいただいた会員の皆さん、ありがとうございました。

植田勲さんによるマジック

三井和子さんによる音楽療法

成功するかな？マジック
ステージで演奏
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「新成人お礼の言葉」 菊池菜緒さん
今日は、私たちのために、成人を祝う
会をひらいてくださり、ありがとうござ
いました。
成人はおとなへの一歩です。会社や作
業所で働く私達ですが、将来自立にむけ
て努力していきます。そしてこれからも
助け合える社会をよろしくお願いしま
す。

新成人代表・菊池菜緒さん

保護者代表・宮本祥一さん

「保護者お礼の言葉」

宮本

祥一さん

本日は私共の娘や息子の為にこのような会を催
して頂き、誠にありがとうございます。
保護者を代表して厚く御礼申し上げます。成人を迎
える皆さん、おめでとうございます。皆さんが私達
を親として選び、私達の子供として生まれてきてく
れて２０年、色々あったけど本当に幸せでした。２
０年はあっという間でもあり、とても長い時間でも
ありました。つらく苦しいリハビリや訓練、普通な
ら歩くこと、話すこと、一瞬で通り過ぎていく喜び
をゆっくりと時間をかけて乗り越えてきた分、喜び
もとっても大きかったものです。子供達の笑顔と素
直さが心の拠り所でした。今こうして振り返ります
と、子供達を支えているつもりが、実は支えられて
いたのは私達だったような気がします。ここにいる
皆様を始め、本当に多くの方々に支えられ、励まさ
れてきました。共に成長出来たのも皆様のおかげと
感謝しております。しかし、成人を迎えた皆さんの
これからは決して楽しいことだけではありません。
自分で決めて行動しなくてはならなくなります。
時には私達親でさえ手を出すことが出来なくなり
ます。障がいの程度は様々なので、一概には言えま
せんが、少なくとも発達に遅れのある私の娘の中身
はまだ 20 歳まで追いついているとは思えません。
そんな娘が選挙権をもらってもその意味すら知ら
ない、何かトラブルがあれば拘留される。そんな社
会に不安は消えません。ノーマライゼーションとい
う名のもとに障がいをひとくくりにしてしまった
現実なのです。本当のノーマライゼーションは子供
達の事を皆が理解し、安心して暮らしていける地域
を作る事なのです。私達保護者はその為に、親とし
て、時にはパートナーとして子供達と共にこれから
の人生を歩んでいきたいと思います。本日ご列席の
皆様を始め、これからも多くの方々を頼り、お力を
お借りすることもあると思います。ここにいる若者
達を始め、多くの若者達の為に皆様のご支援を賜り
ますようお願い申し上げ、私の挨拶と致します。本
日は本当にありがとうございました。

新成人の皆さん
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本人活動委員会から

生活支援委員会から

今年度の本人活動は、８月４日(日)にビッグハ

１１月以降の生活支援委員会の活動として、１

ウススーパーレーンに於いてボウリング大会を開

月１９日に智田邦徳さんを講師に音楽療法を実施

催し、心地よい汗を流しました。偶数月にはふれ

いたしました。参加者３６名（内本人１９名）で、

あいランド岩手で生け花教室＆お茶、カラオケ教

みな真剣な顔の中にも笑いあり驚きあり、また、

室を開催、今後としては、３月２３日(日)に盛岡駅

お腹から声をだしたりで、楽しいひと時を過ごし

前東屋でわんこそば大会を開催します。昨年度の

ました。次回の音楽療法は３月１６日に実施いた

わんこそば大会は、100 杯以上食べた人も３～４

します。また、毎月第３木曜日に「なんでも相談

人もおり皆それぞれ自分の食べた数を書き入れた

室」を行っております。今後の予定として、２月

証明書をもらい満腹して帰りました。今年も多く

２８日に『大切な「計画相談」に関して』の研修

の方々の参加をお待ちしております。

会を開催します。事業所ごとの個別支援計画とは

今年度は軽スポーツを実施することができませ

別のもので、よく知り、きちんと計画に反映する

んでした。来年度は早めに計画をしたいと思いま

ことができるよう、皆さんで研修しましょう！参

す。

加をお待ちしております

音楽療法
お茶

お茶を点てています

カラオケサークルの皆さん

お花を生けています

智田邦徳さんによる音楽療法
生け花サークルの皆さん
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企画委員会から
今年度も昨年同様に、２つの行事を無事開催す

推進委員会から
今年度もふれあいバザー開催と書き損じはがき

ることができました。ふれあいレク｢ぶどう狩りと

の回収・賛助会員募集の委員会活動を行いました。

花巻温泉｣(9/16)では、本人さんやご家族、支援の

育成会会員の皆様をはじめ、地域・学校・福祉施

方々と、ゆったりとしたひとときを過ごしました。

設・・と多くの方々にご協力いただいて活動する

また、育成会としても大きな行事である盛岡八幡

ことが出来ました。皆様の温かい気持ちの込めら

宮参集殿に於いての「成人を祝う会」(11/24)では、

れた一つ一つを育成会の活動に役立たせていただ

大人の仲間入りをされたばかりの新成人の皆さん

きます。今後もたくさんの人と繋がる推進委員会

のお祝いを致しました。どちらの行事も、多くの

となるよう、ご協力の呼びかけや新たな取り組み

皆さんの参加、協力を頂きありがとうございまし

にもチャレンジしていきたいです。ありがとうご

た。

ざいました。

来年度も、皆さんの笑顔が見られるようスタッ
フとして活動致しますので、よろしくお願い致し
ます。

研修委員会から

さわらび運営委員会

会員の「知りたい」に応えて実施しました。

喫茶さわらびの運営があすなろ園より当育成会

○茶話会(毎月第 3 木曜日)
生活、就学、就労の悩みや体験を出し合い思
いを共有。気持ちが楽になった、先輩の体験

に戻った今年度は、おかげ様をもちまして売り上
げも順調にきております。
初めてのことで戸惑うことも多くありましたが、

談に安心できた等参加者は元気を貰って帰っ

先輩会員の皆さまのお力をいただき、臨機応変に

ていきます。

対応できたのではないかと思っています。

○ミニ学習会(10 月・11 月)

来年度は、メニューや価格の見直し等を行いな

1・支援センターMy 夢について

がら、引き続き会員皆様の協力を得ながら運営し

2・大切な心と体(思春期の性の発達)について

ていきたいと思います。積極的なご利用、または、

学び理解を深めました。
○施設見学(10 月)

ボランティアでの参加・協力をよろしくお願いし
ます。

フォレストファーム・あすなろ屋羽場店・緑
生園を見学。利用者支援について施設の方の
ご苦労や悩み喜び等のお話に参加者は真剣に
聞き入り質問しました。
今後も参加者の輪が広がり、前向きな生活
が送られるような計画をしていきます。ご参
加をお待ちしております。
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行事のご案内

今年度会費未納の方へ

生活支援委員会：

会費納入に関するお願い

★研修会「計画相談って知ってますか？」

今年度会費未納の方にお願いです。

2 月 28 日（金）

3 月 10 日までに会費の納入をお願い致し

時

間：10 時 00 分から

場

所：総合福祉センター

ます。

★音楽療法
3 月 16 日（日）

名簿更新に関するお願い

時

間：13 時 30 分から

場

所：ふれあいランド音楽室

卒業や進学、就職等に伴って所属や住所、電話番
号等の連絡先の変更がある方は、

本人活動委員会：

3 月中に事務局にお知らせください。

『げんき塾』わんこそば大会
3 月 23 日（日）
時 間：11 時 45 分から
場 所：東屋 駅前店

FAX やメールでも受け付けます。ご理解とご協力
をよろしくお願い致します。

平成 25 年度（2 月以降） 育成会 全体スケジュール
企画
委員
会

執行部
関連機関行事
2
月

2/20 盛岡市個人情報保護審議会
2/20 盛岡市社会福祉審議会分科会
2/21 盛岡市社会福祉協議会評議員会
2/26 盛岡市自立支援協議会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

広報
委員会

推進
委員会

本人活動
委員会

はがきリサイ
広報 30 号

クル回収・整

2/20 茶話会

理

3

3/20 茶話会

月
○役員：関係機関団体の会議
備

研修
委員会

等へ出席

考

○必要に
応じてタ
イムリー
発行

◆ ◆ ◆ 編集後記 ◆ ◆ ◆
～平成２５年度広報委員会のスタッフ紹介～

○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

生活支援
委員会

2/16 生け花

2/20 相談日

or カラオケ

2/28 研修会

3/23 わんこそば

3/16 音楽療法

大会

3/20 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）

問合せ先
〒020-0886 盛岡市若園町 2-2

副 会 長 溝口澄子

盛岡市総合福祉センター内（２階）

常任幹事

熊谷和恵

幹

梅村枝美子・佐藤寛子・松野郁子・

TEL&FAX: ０１９（６２４）４８３２

事

吉田礼子
各役員、各委員会、そして事務局のご協力のもと今年
度最後の広報を発行する運びとなりました。
ありがとうございました。

E-mail:morioka-ikuseikai@image.ocn.ne.jｐ
月・水・金曜日

１０：００～１５：００在局

第３木曜日在局（第３金曜日はお休みです）

盛岡市手をつなぐ育成会
事務局 阿部・ 中村
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