永年勤続民生委員・児童委員（273名）
永年勤続民協会長・副会長（４名）
優良民協（６地区）

共に生きる
福祉社会の実現を目指して

記念講演を行う
大沢 勝 氏

桑島博岩手県社協会長のあいさ
つに続き︑多年にわたり社会福祉
団体の役員として功績のあった４
名︑民生委員・児童委員として功
績のあった 名︑社会福祉施設長
又は従事者として功績のあった６
名︑社会奉仕活動に功績のあった
者・団体︵２名︑３団体︶が岩手
県知事表彰を︑在宅介護者 名が
岩手県知事感謝状の贈呈を受けま
した︒続いて︑下記のとおり大会
長表彰等が行われました︒
表彰後︑ 今｢を懸命に生ききる〜
あわてず︑あせらず︑あきらめず ｣
と題して︑大沢勝氏︵日本福祉大
学名誉総長・愛知県社会福祉協議
会会長・全国社会福祉協議会副会
長︶の記念講演が行われました︒

全国社会福祉大会開催

■福祉のみならず、医療・保健・教育・
労働など、多種多様な組織、機関等と
のネットワークを強化し、より多様な
サービスの提供や活動の展開ができる
よう努めます
平成 26 年 11 月 11 日

岩手県民生委員児童委員協議会長
表彰

日新堂 八角病院

梟栄会 ゆかわ脳外科

岩手中部地区

東北食品㈱

東邦岩手㈱

三八五通運㈱

岩手トラックターミナル㈱

(医社)

石応禅寺

釜石地区

吉浜漁業協同組合

気仙地区

和同産業㈱

小瀬川皮膚科医院

三浦医院

佐藤医院︵花巻市藤沢町︶

㈱理水興業

ちば心療内科クリニック

㈲平賀義肢製作所

(医)

ホテルシーガリアマリン

釜石瓦斯㈱

釜石厚生病院

小泉内科・外科医院

宮古地区

コープケミカル㈱宮古工場

㈱花輪橋自動車教習所

金沢内科医院︵宮古市磯鶏︶

㈱エフビー

船越湾漁業協同組合

二戸地区

㈱純情米いわて
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在宅介護者（98名）

佐藤 典男
菊地 辰志
女ケ沢信夫
菊池 京子
工藤 和徳
向川原 嚴
千葉
純
主濱 惠悦
川口 幸子
佐藤 裕子
中村 きの
西和賀町社会福祉協議会
川原 愛子
大平百合子
佐藤 忠助
菊地 淳子
白澤 國雄
千葉
寛
西尾 卓樹
泉舘 浩巳
海野 正之
佐々木茂幸
萩台 文夫
佐々木精一
千葉 淳子

(宗)

■福祉教育の推進やボランティア活動
の振興などを通じて、住民相互の助け
合いの機運を醸成し、災害にも備えた
安全安心なコミュニティの形成を促進
します

全国社会福祉協議会会長表彰 (24名1団体)

■社会福祉事業者の経営基盤の強化
や、福祉・介護人材の養成・確保を進め、
福祉サービスの質の向上を図ります

國雄

岩手県社会福祉大会長褒賞

中央共同募金会会長表彰 (1名)

■被災者や制度のはざまで困窮する
人々が抱える様々な生活課題の解決に
向け、公的福祉サービスの利用援助に
加えて、制度によらない住民主体の活
動や、福祉に関わる事業者の連携協働
の基に、新たな支援策を積極的に展開
します

岩渕満智子
田口 和子
及川 牧子
川畑 正繁
齊藤 良雄
西﨑 多尋
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大会宣言
岩手県社会福祉大会長表彰

佐藤 裕子
新妻 秀子
佐々木典子
駒木 慶憲
中野 佳子
大東町民生児童委員協議会

社会福祉事業功労者
社会福祉協議会役職員（５名）
社会福祉団体役職員（２名）
民生委員・児童委員（147名）
民間社会福祉施設役職員（７名）
在宅援護従事者（里親１組）
ボランティア活動功労団体（18団体）
共同募金運動功労者・団体（奉仕者
41名、奉仕団体14団体、委員会役員
１名）、永年勤続功労者（67名）
廣﨑

21

(11名1団体)

厚生労働大臣表彰

第 回岩手県福祉大会を 月
日︑岩手県民会館大ホールで開催
しました︵主催 岩
: 手県社会福祉
協議会・岩手県共同募金会・岩手
県民生委員児童委員協議会︶
︒式
典冒頭に物故社会福祉事業関係者
並びに東日本大震災で亡くなられ
た方々に対し黙祷を捧げました︒

13

岩手県里親大会を開催

5

20

月 日に日比谷公会
堂︵東京都︶で全国社会
福祉大会が開催され︑岩
手県からは次の方々が表
彰されました︒
︵敬称略︶
21
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岩手県里親会
︵高橋忠美会長︶
は︑
月 日にふれあいランド岩手で
岩手県里親大会を開催しました︒
式典では岩手県知事感謝状が
組の里親に贈呈され︑岩手県里親
会会長表彰を 組の里親が受賞し
ました︒
式典後は﹁社会養護の
まん中で里親を支える﹂
と題して︑日本子ども家
庭総合研究所の山本恒雄
氏が講演したほか︑中部
支部と胆江支部の会員が
体験発表を行いました︒

11

67

第67回岩手県
社会福祉大会
開催

10
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ありがとうございます
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は県内の高齢者福祉施設 施
設に寄贈され︑障がい者支援
団体助成金は県内の 団体に
寄付されました︒

﹁小さな親切﹂
運動
岩手県本部 より

月 日 に﹁ 小 さ な 親 切 ﹂
運動岩手県本部︵代表 高橋
真裕株式会社岩手銀行取締役
会長︶より︑車いすを寄贈い
ただきました︒
同本部からは平成 年から
毎年車いすを寄贈いただいて
お り︑ 今 回 の 台 を 含 め て︑
これまでの寄贈台数は 台と
なりました︒
ふれあいランド岩手で行わ
れた寄贈式では︑坂本修副代
表から岩手県社協桑島会長に
目録が贈られました︒寄贈い
ただいた車いすは︑県社協を
通じ︑県内 か所の市町村社
協に寄贈されました︒
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一般社団法人生命保険協会・岩手県協会 より
月 日に一般社団法人生
命保険協会・岩手県協会︵平
田則彦会長︶より︑福祉巡回
車と車いすの寄贈︑障がい者
支援団体助成金の寄付をいた
だきました︒同協会からは平
成 年から毎年︑福祉巡回車
や車いすを寄贈いただいてお
り︑今回で 回目となります︒
ふれあいランド岩手で行わ
れた寄贈式では︑平田会長か
ら岩手県社協桑島会長に目録
が贈られました︒
寄贈いただいた福祉巡回車
は岩手県社協を通じ盛岡市社
会福祉協議会に︑車いす 台
15

パナソニック株式会社エコソリューションズ社 より
同社は地域貢献活動の一環
として︑東北 県の社会福祉
協議会に自社製品のレンタル
サービス用おでかけ車いす
﹁ ル ッ タ ﹂ 約 １ ４５ 台 の 寄 贈
を行っており︑このうち 台
を岩手県社協に寄贈いただき
ました︒
ふれあいランド岩手で行わ
れた寄贈式では︑同社北東北
住設建材営業所の三宅史朗所
長から岩手県社協古内専務理
事に目録が贈られました︒
寄贈いただいた車いすは岩
手県社協を通じ︑県内の高齢
者福祉施設 施設に贈られま
した︒
24

富士ゼロックス岩手株式会社 より

3

10

月 日に富士ゼロックス
岩手株式会社︵畑仲俊彦代表
取締役社長︶より車いすを寄

15

20

6

25

園で行われた寄贈式では︑同
財団の小野孝之理事から岩手
県社協児童福祉施設協議会の
川島達夫会長に目録が贈られ
ました︒

3

20

贈いただきました︒
同社では社員一人ひとりが
毎月の給与の１００円未満の
額を積立てて︑社会貢献活動
を行う取組みを進めていま
す︒その一環として平成 年
より毎年︑車いすを寄贈いた
だいており︑今回の 台を含
めて︑これまでの寄贈台数が
１００台となりました︒
ふれあいランド岩手で行わ
れた寄贈式では︑畑仲社長か
ら岩手県社協古内専務理事に
目録が贈られました︒寄贈い
ただいた車いすは︑県社協を
通じて︑県内の高齢者福祉施
設 施設に寄贈されました︒
20

月 日にパナソニック株
式会社エコソリューションズ
社︵吉岡民夫社長︶より︑車
いすを寄贈いただきました︒

21

リプレット基金事業財団 より
月 日に一般財団法人リ
プレット基金事業財団︵田中
信康理事長︶より︑自転車を
寄贈いただきました︒
同 財 団 で は︑
﹁未来を担う
子どもたちの笑顔に貢献する
こと﹂を目的に︑全国の児童
養護施設に自転車を贈る活動
を 行 っ て お り︑ こ れ ま で
都道府県の児童養護施設に
５０１台の自転車を贈ってき
ました︒
今回は岩手県内の児童養護
施設 施設に 台の自転車を
寄贈いただきました︒
盛岡市のみちのくみどり学
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