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～

年度役員】

愛護会地域福祉推進協議会
～ 定期総会 ～

平 成 年 ６ 月 日 に 、 江 刺区 総 合
コミュニティセンターに於いて、愛護
会地域福祉推進協議会定期総会・講演
会が開催されました。
当日は二部構成で、定期総会の部、
講演会の部それぞれ多くのご来場を
いただきました。
【定期総会の部】
奥州市長様、金ケ崎町長様、岩手県
議会議員様を始め多くのご来賓の皆
様や、会員、地域の皆様のご出席をい
ただき、前年度の活動報告・決算、新
年度の活動計画・予算、新年度役員な
どが協議され承認されました。
各支部とも、年度計画に沿って、支
部独自の活動を進めております。
【講演会の部】
講演会の部は、愛護会立愛育研究所
との共催で、笹原留似子氏をお迎えし
て「いのちかがやかせて～生と死の境
目に存在すること」と題したご講演を
いただきました。 入(場無料 )
笹原留似子氏は、おもかげ復元師と
して活躍しながら、自身の経験をもと
にした著書も多数刊行しておられま
す。また、東日本大震災では、３００
人以上の遺体を、遺族に寄り添いなが
ら生前の状態に戻した復元ボランテ
ィアの活動の様子が、ＮＨＫのドキュ
メンタリー番組として放送され、全国
から大きな反響を受けました。
講演では、ボランティアを行った中
での喜びや悲しみ、人と人との繋がり
や地域の繋がりの大切さと素晴らし
さなど、数多くの実体験を交えてやさ
しく語りかけていただきました。「死
は生きていたからこそ存在する。死の
意味を考えることは、生きてきた意味
を考えることになる。」と結び、会場

の確保 のための研修会 の実
施 」 とい う事 で、 平成 年
６ 月 日 に 、障 害者 総合 相
談セン ターの佐々木健 夫氏
を迎え、
「虐待防止の基本を
学ぶ」 と題した講演を いた
だきま した。参加した 会員
の皆さ んは、基本を再 確認
するこ とで更なる虐待 防止
を誓い合いました。
水沢区支部では他にも
「高齢 化に伴う福祉課 題の
調査・研究」
「地域ボランテ
ィア実 施に向けた調査 ・研
究及び 体制づくりの推 進」
を活動 計画に掲げて活 動し
ていま す。具体的な活 動実
績とし ては、前述の研 修会
の他に 、地域の皆様と の花
植え活 動参加や、地域 密着
型特別 養護老人ホーム 愛護
苑への 花苗提供と交流 活動
などを 実施しました。 今後
も、地 域のニーズに応 じた
活動を進めます。

愛護会地域福祉推進協議会
水沢区支部活動

水沢区支部の平成 年度
活動計画のひとつである
「福 祉サービス における質
の

江 刺区 支部で は、ま ごこ
ろ病 院・理学療 法士の野家
大氏 を講師にお 迎えして、
腰痛 対策の勉強 会を開催し
ました。
腰 や体 のメカ ニズム を理
解し たうえで腰 痛対策を学
ぶと いうとても 分かりやす
い 内 容 で 、「 普 段 の 姿 勢 で
は、 あぐらより 正座の方が
腰に良いこと」
「ふかふかの
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布団は 不安定なために 体の
緊張を 高めてしまうこ とや
枕も適 度な硬さや体に 合っ
た高さが大切」
「強く柔軟な
腹筋と 背筋をつけるこ とが
大切で 、そのために筋 力を
鍛える 体操を行うこと が大
切」
「無理をせず出来る範囲
でよい から毎日続ける こと
が大切 」等々たくさん のポ
イントを学びました。

愛護会地域福祉推進協議会
江刺区支部活動
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愛護会地域福祉推進協議会は、水沢区・江刺区・前沢区・胆沢区・衣川区・金ケ崎町に支部を置き、愛護会が保育事業・障が
い者援護事業・障がい者地域生活援助事業、長寿福祉事業で培った経験と専門性を地域に還元し、地域づくりに貢献する事を目
的として活動しています。
【平成
敬(称略 )

【水沢区支部】
幹事 村上和男 佐藤善美
及川牧子 藤井千雅子
【江刺区支部】
幹事 高野徹 髙橋絹子
伊藤智之
【前沢区支部】
幹事 羽田つゆ美 佐藤克宏
【胆沢区支部】
幹事 千田寿人 岩渕守
【衣川区支部】
幹事 佐々木信雄 佐藤泉
【金ケ崎町支部】
幹事 高橋篤 阿部京子

監事
菊地 道代

副会長 支(部長 )
千葉 雄一 水(沢区 )
菊池 和明 江(刺区 )
岩渕 修 前(沢区 )
佐々木 與市 胆(沢区 )
佐藤 紳夫 衣(川区 )
氏家 富士子 金(ケ崎町 )

会長
油井 明

顧問
新居田 弘文
菊地 喜久男
佐々木 努
髙野 繁喜
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【事務局】
佐々木秀樹 佐々木健夫
中嶋敏之
千葉克任
羽藤美千代
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につめかけた会員や地域の皆様から

27

講師
佐々木健夫氏

水沢区支部の皆さん

27

惜しみない拍手が贈られました。

講師：野家大氏と江刺区支部の皆さん

定期総会：油井明会長の挨拶
講演会：笹原留似子氏
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＊これまで副会長 支(部長 を)務
めていただいておりました
千葉康雄氏 水(沢区 )
小野寺幸男氏 胆(沢区 )
佐々木繁明氏 衣(川区 )
の三氏が平成 年度末をもっ
て勇退なさいました。長期に
わたり愛護会地域福祉推進協
議会のために御尽力をいただ
きましてありがとうございま
した。
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社会福祉法人愛護会
愛護会地域福祉推進協議会
及川紀美子 (法人理事長)
奥州市水沢区羽田町字水無沢 491
０１９７-２５-３７３２
０１９７-２５-６６６２
行
発

平成 27 年度愛護会地域福祉推進協議会の活動

どの 説明をいた だいた後、
工場 の方々と一 緒に植樹の
場所 へ移動し、 大きく育て
と願 いを込めて 、大切に育
てた どんぐりの 苗を１本ず
つ丁寧に植えてきました。
また、平成 年２月６日
には 、金ヶ崎保 育園の行事
「お みせやごっ こ」にあわ
せて 、金ケ崎町 支部が掲げ
る活 動計画のひ とつ「たく
まし い子を生み 育てるため
の保 育事業への 協力」の一
環と して、バザ ーを開催し
まし た。会員や 金ヶ崎保育
園職 員の皆さん から提供い
ただ いた商品は 大変好評で
多く の皆様にご 利用いただ
きました。金ケ崎町支部は、
今後 も会の目的 に沿った活
動を進めて参ります。
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↑ 多くの皆さんにご利用いただい

のです。
私 たち は、前 沢スポ ーツ
セン ターから太 郎ケ沢橋ま
での 約１キロを 、民生委員
の皆 さんと情報 交換し、交
流を 深めながら 活動しまし
た。
今 後も 地域の 情報収 集に
つと め、色々な 活動を進め
ていきます。

愛護会地域福祉
推進協議会
衣川区支部活動

衣川区支部では、地域の皆様との
環境美化活動を中心とした活動を行
っています。６月初旬には衣川区の
幼保一体化施設・あゆみ園を訪れ、
愛護会の福祉サービス事業所・フラ
ワーセンターあいごで栽培・製造さ
れた花苗と園芸用土の贈呈と植栽交
流活動を行いました。
また、６月下旬には、衣川区保健
福祉センターで、多機能型事業所・
星空クラブ、奥州市衣川総合支所、
奥州市社会福祉協議会衣川支所、障
がい者福祉サービス事業所・フラワ
ーセンターあいごの職員と利用者の
皆さん、地域住民の皆さんで、花壇
の花植え活動を行いました。これら
の活動は、地域の次代を担う子ども
たちの情操教育、地域の環境美化を
目的として、多くの皆さんの協力に
より毎年実施している活動です。

平成 年度、愛護会の保育
事業部会、障がい者援護事業
部会、障がい者地域生活援助
事業部会、長寿福祉事業部会
では、地域の皆様の参加協力
をいただきながら数々の防
火行事が行われました。
保育事業部会の各園では、
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自衛消防隊の皆さん

福祉の森

▲ 第二東水沢保育園の皆さん ▼

愛護会地域福祉推進協議会
前沢区支部活動
前沢区支部は、 月１日
スポ ニチ奥州前 沢マラソン
大会にあわせ、
「各地から参
加さ れる選手の 皆さんが気
持ち よく走るこ とが出来る
よう に」を目的 に、コース
の清 掃活動を行 いました。
これ は、地域で 企画された
もの に、地区の 民生委員の
皆さ んと一緒に 参加したも
の

活習 慣や業務と 照らし合わ
せな がら、今後 の仕事や生
活の 中で生かし ていく事を
確認しあいました。
当 支部ではこ れまで支部
長と してご尽力 を頂いた小
野寺幸男様のご勇退を受
け、 新たに就任 頂いた佐々
木與 市支部長と 共に地域に
根差した活動を進めます。

愛護会地域福祉推進協議会
胆沢区支部活動
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胆 沢区 支部で は、支 部懇
談会 の開催に合 わせて、胆
沢区にある「まごころ病院」
の職 員の方で、 理学療法士
の野 家大氏をお 招きし、腰
痛を はじめとし た健康に関
する研修会を実施しまし
た。 野家氏の講 演の後は、
多く の質問が寄 せられ、参
加者 らは、日頃 の自身の生
者

▲▼

たバザーのようす

▲ 活動に参加した皆さん

愛護会地域福祉推進協議会
金ケ崎町支部活動

金 ケ崎 町支部 は、地 元企
業の トヨタ自動 車東日本㈱
岩手 工場が進め ている「環
境保 護活動森づ くり」に協
力しています。
氏 家富 士子支 部長が 一昨
年の 秋から育て たどんぐり
の苗木 本を、昨年の初夏
に金 ヶ崎保育園 に寄贈しま
した 。その後は 、さくら組
の皆 さんが中心 となり、夏
から 秋の間にさ らに大きく
育ててくれました。
月 日、金ヶ崎保育園
のさ くら組の皆 さんと愛護
会地 域福祉推進 協議会金ケ
崎町支部の会員の皆さん
で、 トヨタ自動 車東日本㈱
岩手 工場を訪れ ました。工
場の 担当の方々 から、工場
の概 要と森づく りの目的な
１

↑ どんぐりの苗木の植樹に参加
し た 金ヶ 崎保 育園 さく ら組 の皆
さんと金ケ崎町支部の皆さん

奥州金ケ崎行政事務組合消
防本部、消防団、婦人消防協
力会、関係団体、地域住民、
保護者の皆様の参加協力を
いただいて、幼年消防防火パ
レードを実施し、防火を呼び
かけました。また、援護事業
部会・地域生活援助事業部会
の職員で組織
する福祉の森
自衛消防隊 中(
嶋敏之隊長 )
は、奥州市内
唯一の自衛消
防隊として奥
州市消防出初
式に参加・行
進し、防火意
識の高揚に務
めました。

▲ 金ヶ崎保育園の皆さん ▼

▲ たんぽぽ保育園の皆さん ▼

▲ 東水沢保育園の皆さん ▼

▲ 幼保一体化施設あゆみ園の皆さんと、花植えの進め
方を確認する佐藤紳夫支部長と髙橋ひろ子副支部長
▲ 衣川区保健福祉センター前の花壇整備に参加した皆さん
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▼地区民生委員の皆さんと、前沢区支部会員
講師：野家大氏と胆沢区支部の皆さん
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