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平成２２年９月１５日 

 

 

ＣＩＬもりおか会員 各 位 

 

ＣＩＬもりおか 

代表 川畑 昌子 

 

 

ごあいさつ 

 

 

拝啓 

 

 秋晴れの候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

 

 

日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。 

 

 

第８期（２１年度）事業報告と収支報告が出来上がり、このたび、運営委員会によっ 

 

 

て承認されましたので、会員の皆様にお送り致します。 

 

 

ご確認のほど、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

敬具 
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第第第第８８８８期期期期    

    

ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか    

運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会    
    

日時：平成２２年７月１１日（日） １４：００～１７：００ 

場所：ＣＩＬもりおか会議室 

主催：岩手県盛岡市南仙北２丁目２７－１ 鈴木ビル１階２号室 

次第 

１） 第８期（平成２１年度）活動及び決算報告 

２） 第９期（平成２２年度）活動計画（案）及び予算（案）について 

３） その他 

 

※ 決算報告、予算（案）については、会報郵送会員の方のみにご報告い

たします。 
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１）第８期（平成２１年度） ２１年７月１日～２２年６月３０日 

活 動 報 告 

事業名 キリン福祉財団助成事業 

「いわて障がい者自立生活プロジェクト」平成２１年度おでんせ！ 

長期自立生活プログラム講座 

実施体制 

主催／後援 

主催：ＣＩＬもりおか 

後援：岩手県、盛岡市、岩手県社会福祉協議会、盛岡市社会福祉協議会、全国自

立生活センター協議会 

企画・運営 ＣＩＬもりおか 

事業の目的 障害をお持ちの方で、今後地域での自立生活（自ら生活をマネジメント）を考え

ている方、現在自立生活をしている方を対象に行いました。講師からの助言のほ

か、他の受講者同士で情報をし、自己信頼と自己回復、権利意識を高めていきま

す。 

事業の成果 講座は、１名のゲスト講師の協力を得て、ＣＩＬもりおかの障害者スタッフで最

後まで行うことができました。 

自立生活を始めて数年経過している方、これからの生活を考えている方を中心に

プログラムを実施しました。次のステップへ踏み出そうとしている受講者に対す

る相談支援を継続しています。 

事業概要  

開催日時：２００９年９月５日（土）－１１月２８日（土） ※毎週土曜日開催 

      

参加人数：４名 

会場：ふれあいランド岩手、アイーナ団体活動室、上田公民館 

ゲスト講師：自立生活センターekumo 代表 小林敦氏 

       

地元講師：川畑昌子  ＣＩＬもりおか代表 

    ：今川幸子  ＣＩＬもりおか事務局長 

    ：伊五澤博司 ＣＩＬもりおか当事者スタッフ 

    ：中村篤   ＣＩＬもりおか当事者スタッフ 

 

■講座内容 

本講座は全１１回のシリーズで、１回目は受講者同士の自己紹介や目標を話し、

その後の講座では、「自分の障害について」、「制度学習」、「介助者との関係」、

「調理実習」、「栄養・金銭管理」、「お出かけ体験（フィールドトリップ）」、

「障害者運動の歴史」、「自立生活者のお宅訪問」、「衛生管理」、「家族との

関係」を学び、最終日は全講座のふりかえりをおこないました。 

ゲスト講師の小林敦氏には、「介助者との関係」の時にお越しいただきました。 

 

 ※写真は、調理実習のときの様子です。 
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事業名 第７回 すてきな★クリスマス会  

実施体制 

主催／後援 

ＣＩＬもりおか  

企画・運営 ＣＩＬもりおか  

事業の目的 ＣＩＬもりおかの会員になって頂いている方、また介助サービスを受けられている障

害当事者の方との情報交換や交流の場として毎年開催しています。 

事業の成果 前回までは調理ができる会場で行ってきたので、みんなでケーキを作ることができま

したが、今回は会場が取れなかったため、アイーナのオープンスペースの団体活動室

１で行いました。オープンスペースのため、通りすがりの方々に、会の活動を見てい

ただきながら、クリスマス会を行ったのは新しい試みでした。 

また、無料で貸し出ししているパソコン、プロジェクターをお借りして、スライドシ

ョーで１年間の活動写真を映していくことは、皆さんから好評を得ました。 

事業概要  

開催日時：２００９年１２月２３日（土）１３：３０～１６：３０ 

参加人数：２４名 

会場：アイーナ６階 団体活動室１ 

 

■内容 

今回は、お店で、ケーキやお菓子などを購入して、クリスマスらしく飾りつけも行い

ました。皆でケーキ、お菓子を食べながら、ギターやキーボードによる弾き語りや、

参加者のみなさんによる歌や踊りなど余興を行いました。プロジェクターを使い、１

年間の活動の様子を、スライドショーで見ました。 
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事業名 2010 お～い 春だよ お花見会  

実施体制 

主催／後援 

ＣＩＬもりおか  

企画・運営 ＣＩＬもりおか  

事業の目的 毎年、お花見会を行っています。こうした、会員や非会員に呼びかけて行うイベント

は年に２回ほどしかないため、生の声を聞ける貴重な時間となり、参加者とＣＩＬ間

の情報交換の場とできる目的があります。また、普段会うことのない、参加者間の交

流の場とできる目的もあります。 

事業の成果 今年の盛岡の開花は遅いと予想されていることを事前に情報を得ていましたが、結果、

当日近くまで、雪が降ったり、異常気象に見舞われ、桜は当日になっても咲きません

でした！ 

風は冷たかったですが、天気は良かったので、体調の良い人たちだけで外の公園で散

策しました。すると、公園の奥のほうに桜が１厘だけ咲いていたのを見つけました。

小さな花ではありましたが見つけることができ、またそこで記念撮影をすることが出

来て、とてもよかったです。 

散策を終え、外から帰ってきてからは、部屋でみんなとお茶会をしながら交流会をし

ました。余興、サックス演奏を披露いただいたり、ゲームをしながらと、楽しい時間

を過ごしました。 

事業概要  

開催日時：２０１０年４月２５日（日）１４：００～１６：００ 

参加人数：２５名 

会場：都南中央公園＆キャラホール２階 第３研修室 

 

■内容 

春を探しに、都南中央公園の散策や、みんなとお茶会をしながら、ゲームや余興、交

流会を行いました。 
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事業名 映画「精神」盛岡上映会 

実施体制 

主催／共催 

映画「精神」盛岡上映会実行委員会

盛岡ハートネット、ＳＳＣＭ、ＣＩ

Ｌもりおか 

 

企画・運営 映画「精神」盛岡上映会実行委員会 

 

事業の目的 精神障害当事者・家族・関係機関・市民のネットワーク「盛岡ハートネット」、ソー

シャルサポートセンターもりおか（ＳＳＣＭ）、ＣＩＬもりおかの共催により、映画

「精神」盛岡上映会が行われました。２０１０年１月９日（土）村山健さんが、（第

１回）映画「精神」盛岡上映会（アイーナ）主催したことがきっかけで、今回のおで

って上映会が実現しました。ひとりでも多くの方に映画を知ってもらいたいというこ

とで、映画「精神」盛岡上映会実行委員会を作りました。 

事業の成果 多くの方との出会いが生まれ、確かな絆を結ぶことができました。 

当日、３７０人（昼の部・夜の部総計、トーク９０人）の方が来場下さいました。 

６月８日、盛岡市のソーシャルサポートセンターもりおかで開かれた、映画『精神』

盛岡上映会反省会＆益金贈呈式で、上映会の益金２５万８８１円が、盛岡いのちの電

話に寄付されました。 

 

事業概要  

開催日時：２０１０年 ５月３０日（日）１３：００～２０：３０ 

参加人数：３７０名 

会場： プラザおでって３Ｆ おでってホール 

 

盛岡ハートネットとＳＳＣＭ（ソーシャルサポートセンターもりおか）と共に協力し

て行なったこの映画会は、実行委員会形式で行い、精神障害当事者の方が実行委員会

長で進められました。 

当日は、３７０名が来場。とても大きな映画会になり、大盛況で終りました。 

障害当事者、福祉関係者、行政関係者だけでなく、一般の方々が多く観に来てくださ

いました。 
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（敬称略） 

 

平成２１年 

０７月０１日 お宅訪問 

０７月０４日 お宅訪問 

０７月０６日 ＧＭＣＮ会議 

０７月０７日 身体障害者療護施設瑞雲荘訪問：３名 

０７月０８日 お宅訪問／個別ＩＬ 

０７月０９日 ＧＭＣＮ会議／個別相談 

０７月１０日 民生委員さんより相談 

０７月１３日 ＧＭＣＮ会議 

０７月 13-15 自薦ヘルパー推進協会主催研修：１名 

０７月１６日 個別相談／個別ＩＬ 

０７月１７日 ＧＭＣＮ会議／お宅訪問 

０７月１８日 個別ＩＬ 

０７月２０日 運営委員会：４名 

０７月２２日 ヘルパー従事者研修準備会議：２名／個別ＩＬ 

０７月２３日 個別相談／ＧＭ会議／賛助会員さん来訪 

０７月２４日 個別ＩＬ 

０７月２５日 身体障害者療護施設瑞雲荘夏祭り参加：３名 

０７月２７日 ＧＭＣＮ会議 

０７月２８日 長期自立生活プログラム準備会議／個別ＩＬ 

０７月２９日 介護従事者研修③／個別ＩＬ 

０７月３０日 滝沢村訪問 

０７月３１日 岩手県立大学生来訪：１名 

 

０８月 01-03 ＤＰＩ交通バリアフリーﾘｰﾀﾞｰ上級者研修（東京）：１名 

０８月０４日 長期自立生活プログラム準備会議 

０８月０５日 岩手県立大学生とバス同行の旅：３名 

０８月０６日 特別支援学校より個別相談／長期ＩＬＰ会場下見：５名 

０８月０７日 岩手県立大学生お宅訪問インタビュー：５名 

０８月０９日 夢ＩＴ工房訪問 

０８月１０日 岩手日報社来訪 

０８月 09-11 ピアカウンセリングﾘｰﾀﾞｰ仙台研修：２名 

０８月１１日 個別ＩＬ 

０８月１２日 盛岡市訪問：３名／盛岡ハートネット来訪／長期 IL 準備 

０８月１７日 衆議院立候補者来訪／事務局会議 

０８月１３日 長期自立生活プログラムちらし配達：３名 

０８月１８日 全国障害者介護保障協議会電話会議：１名 

０８月１９日 個別ＩＬ 

０８月 20-21 全国自立生活センター協議会主催研修参加：１名 

０８月２０日 当事者研修① 

０８月２１日 個別相談／当事者研修② 

０８月２４日 長期自立生活プログラム準備 

０８月２６日 身体障害者療護施設瑞雲荘訪問：３名 

       岩手県立大学生とバス同行の旅：３名 

       盛岡ハートネット来訪／当事者研修③ 

０８月２７日 岩手県立大学生訪問インタビュー 

０８月２８日 岩手県保健福祉部障がい福祉課訪問：３名 

０８月３０日 運営委員会：３名 

０８月３１日 当事者研修④／長寿子育て障害者基金事業報告会：４名 

 

０９月０２日 盛岡ハートネット来訪／エイコーハウスケア来訪 

北日本医療福祉専門学校講演：２名 

０９月０３日 当事者研修⑤ 

０９月 03-04 21 年度精神保健福祉促進研修会第 4分科会参加：２名 

０９月０６日 ふれあいランド祭り参加：２名 

０９月０４日 北日本医療福祉専門学校来訪／個別面談 

０９月０７日 岩手県精神障害者家族会連合会来訪：１名／個別面談 

０９月０８日 身体障害者療護施設瑞雲荘訪問：３名／長期ＩＬＰ準備 

０９月０９日 盛岡ハートネット来訪／ＧＭＣＮ会議／介護実技研修 

       当事者研修⑥ 

０９月１０日 当事者研修⑦ 

０９月１１日 長期ＩＬＰ準備／職員会議 

０９月１２日 長期ＩＬＰ①②実施 

０９月１６日 長期ＩＬＰ①②反省会／当事者研修⑧ 

０９月１６日 お宅訪問／岩手県立大学生来訪ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ：１名 

０９月１７日 当事者研修⑨／エイコーハウスケア来訪：２名 

０９月１８日 ＧＭＣＮ会議／長期ＩＬＰ打合せ電話会議 

       岩手県精神保健福祉センター訪問 



 

 

 

９

０９月１９日 長期自立生活プログラム③実施 

０９月２３日 身体障害者療護施設瑞雲荘訪問：３名 

０９月２４日 ＧＭＣＮ会議／長期ＩＬＰ③反省／個別ＩＬ 

       盛岡ハートネット来訪 

０９月２５日 瑞雲荘訪問／長期ＩＬＰ④打合せ／当事者研修⑩ 

０９月２６日 長期ＩＬＰ④実施：７名 

０９月２７日 しいのみ祭り参加：２名 

０９月２８日 お宅訪問／滝沢村訪問 

０９月 29-30 自薦ヘルパー推進協会主催仙台研修：６名 

 

１０月０２日 盛岡市保健福祉部障害福祉課訪問 

１０月 02-03 ＣＩＬekumo（愛知）小林敦氏来訪／長期ＩＬＰ⑤打合せ 

１０月０３日 長期ＩＬＰ⑤実施：１０名 

１０月０４日 身体障害者療護施設瑞雲荘訪問：３名 

１０月０５日 ＧＭＣＮ会議／長期ＩＬＰ⑤反省会／当事者新人研修⑫ 

１０月０７日 長期ＩＬＰ⑥打合せ／お宅訪問 

１０月０９日 長期ＩＬＰ⑥会場下見 

１０月１０日 長期ＩＬＰ⑥実施：５名 

１０月１３日 当事者新人研修⑬ 

全国障害者介護保障協議会電話会議参加：１名 

１０月 14-15 障がい者自立生活ｾﾝﾀｰﾌﾘｰﾜｰﾙﾄﾞ（新庄市）ＩＬＰ講師２名

個別面談 

１０月１６日 ＧＭＣＮ会議／長期ＩＬＰ⑦打合せ／個別ＩＬ 

１０月１７日 長期ＩＬＰ⑦実施：６名 

１０月１９日 当事者新人研修⑮ 

１０月２０日 長期ＩＬＰ⑦反省会／ＧＭＣＮ会議 

１０月２１日 個別ＩＬ 

１０月２２日 身体障害者療護施設久慈ひばり療護園訪問相談：３名 

１０月２６日 盛岡クロステラスバリアフリー調査：５名／個別面談 

１０月２７日 ＧＭＣＮ会議 

１０月２８日 個別ＩＬ／岩手女子高等学校社会人講話：２名 

１０月２９日 長期ＩＬＰ⑧⑨打合せ／当事者新人研修⑮ 

１０月３１日 長期ＩＬＰ⑧⑨実施：６名 

 

１１月 02-04 当事者新人研修⑰⑱ 

１１月０４日 長期ＩＬＰ⑧⑨反省会 

１１月０５日 長期ＩＬＰ⑩準備 

１１月０７日 長期ＩＬＰ⑩実施：９名 

１１月１０日 長期ＩＬＰ⑩反省会／当事者新人研修⑲ 

１１月１３日 個別ＩＬ 

１１月１５日 運営委員会：４名 

１１月１７日 ｍｙ夢ＣＮ、実習生来訪：３名／ＧＭＣＮ会議 

１１月１８日 ＧＭＣＮ会議／クリスマス会準備会議 

       障害者団体との意見交換会：１名／三者面談 

１１月１９日 ＧＭＣＮ会議／当事者新人研修⑳ 

１１月２０日 長期ＩＬＰ準備会議／クリスマス会準備会議 

１１月２１日 長期ＩＬＰ⑪実施：９名 

１１月 24-26 自薦ヘルパー推進協会主催団体個別研修：３名 

１１月２７日 個別相談／お宅訪問／イベント会議 

１１月２８日 長期ＩＬＰ⑫実施：６名 

１１月２９日 難病・疾病団体連合会県民のつどい参加：２名 

１１月３０日 個別ピア・カウンセリング／ＧＭＣＮ会議 

 

１２月０１日 クリスマス会打ちあわせ 

１２月０２日 介護実技研修 

１２月０３日 全国政策研究集会自立支援分科会電話会議：１名 

       広報誌１０４部郵送 

１２月０４日 盛岡ハートネット例会参加：３名 

１２月 06-07 全国政索研究集会参加（東京）：３名 

１２月０７日 個人情報保護法を（福祉）現場に生かす研修会参加：2名 

       ＧＭＣＮ会議 

１２月０８日 お宅訪問 

１２月０９日 お宅訪問／個別面談／賛助会員さん来訪／ＧＭＣＮ会議 

１２月１０日 個別面談 

１２月１３日 難病・疾病団体連合会クリスマス会参加：２名 

１２月１４日 盛岡市地域福祉課訪問：１名 

１２月１５日 個別相談／ＧＭＣＮ会議／お宅訪問 

 全国障害者介護保障協議会電話会議参加１名 

１２月１７日 個別ピア・カウンセリング 

１２月 18-19 ＪＩＬユースパワーネット研修会参加（東京）：１名 

１２月１９日 クリスマス会会場下見：３名 

１２月２１日 個別ＩＬ 

１２月２２日 個別自立相談／個別ＩＬ 

１２月２３日 クリスマス会実施２５名参加／忘年会実施 

１２月２４日 岩手運輸支局訪問：１名／個別ＩＬ 

１２月２５日 滝沢村訪問 
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１２月 26-27 秋田アイアンドユウＩＬＰ公開セミナー参加：２名 

１２月２８日 仕事納め 

 

平成２２年 

０１月０４日 仕事始め／個別ＩＬ 

０１月０５日 ＧＭＣＮ会議 

０１月０６日 個別ＩＬ 

０１月０７日 個別ＩＬ／ＧＭＣＮ会議／個別相談 

０１月 12-13 個別面談／お宅訪問 

０１月１４日 個別面談／個別相談 

０１月１５日 滝沢村訪問 

０１月１６日 もりおかこども病院訪問 

０１月１９日 全国障害者介護保障協議会電話会議参加：1名 

０１月 20-21 個別ＩＬ 

０１月２３日 お宅訪問 

０１月２４日 ピアカウンセリング 

０１月２５日 運営委員会／ＧＭＣＮ会議 

０１月２６日 個別ＩＬ①／ＧＭＣＮ会議 

０１月２７日 個別相談 

０１月２８日 事務局会議 

０１月３０日 盛岡地区権利擁護・虐待防止研修会参加：３名 

 

０２月０８日 ＧＭコーディネーター会議／広報誌 26 号 91 部送信 

０２月 10-11 西東京自立生活センター重度訪問介護研修見学：2名 

０２月１２日 個別面談 

０２月１５日 個別ＩＬ②（ふれあいランド）／個別相談  

０２月 17-19 全国自立生活センター協議会全国セミナー参加：６名 

０２月１９日 全国障害者介護保障協議会電話会議参加：1名 

 お宅訪問／個別面談 

０２月２０日 盛岡市障害福祉課訪問 

０２月２６日 個別ＩＬ 

 

０３月０１日 介護実技研修 

０３月０３日 お宅訪問 

０３月０４日 身体障害者療護施設瑞雲荘訪問：５名 

０３月０５日 個別ＩＬ事前会議／個別介護実技研修 

０３月０９日 ＧＭコーディネーター会議 

０３月１１日 ＧＭＣＮ会議／お花見会場下見 

０３月１２日 ＪＩＬユースパワーネット電話会議１名／個別相談 

０３月１３日 盛岡地域移行部会研修会参加：３名 

０３月１４日 運営委員会：４名 

０３月１６日 全国障害者介護保障協議会電話会議 1名／個別ピアカン 

盛岡駅バスロータリー横断歩道並びに駅舎前歩道段差解

消工事検証１名/ＪＩＬユースパワーネット電話会議１名 

０３月１７日 ＧＭＣＮ会議／個別ＩＬＰ（上田公民館） 

０３月１８日 ＧＭＣＮ会議 

０３月１９日 組織会議／個別面談／お宅訪問／個別相談 

０３月２１日 映画「精神」盛岡上映会打ち合わせ 

０３月２３日 個別ＩＬ 

０３月２４日 ＧＭＣＮ会議／お宅訪問 

０３月２５日 ＧＭＣＮ会議／個別ピアカン 

       イオンより、折りたたみベッド手動車椅子寄贈 

０３月２９日 個別単発ＩＬＰ③／お宅訪問／ＧＭＣＮ会議 

 ＪＩＬﾕｰｽﾊﾟﾜｰﾈｯﾄ電話会議／お花見会会場下見 

０３月３１日 個別相談 

 

０４月０１日 個別面談 

０４月０２日 組織会議／ＧＭＣＮ会議 

０４月０５日 個別面談／映画「精神」盛岡上映会準備会議：３名 

０４月０６日 お宅訪問 

０４月０７日 個別ＩＬ打ち合わせ 

０４月０８日 ＧＭＣＮ会議／個別面談／個別ＩＬＰ④（上田公民館） 

０４月１０日 個別ＩＬＰ（お宅訪問）：７名 

０４月１１日 イオン黄色いレシートキャンペーン贈呈式出席：１名 

０４月１３日 映画「精神」盛岡上映会打ち合わせ／盛岡ﾊｰﾄﾈｯﾄ来訪 

０４月１４日 個別相談／ＧＭＣＮ会議／個別面談 

０４月１８日 運営委員会：４名 

０４月２０日 映画「精神」盛岡上映会打ち合わせ／盛岡ﾊｰﾄﾈｯﾄ来訪 

       全国障害者介護保障協議会電話会議参加：1名 

０４月２１日 ＧＭＣＮ会議／お宅訪問／お花見会準備 

０４月２２日 介護従事者研修準備会議／ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「朔風」訪問 

０４月２３日 個別ＩＬＰ⑤（上田公民館） 

０４月２５日 お～い、春だよお花見会実施 23 名参加 

０４月 26-27 ＪＩＬﾕｰｽﾊﾟﾜｰﾈｯﾄ研修会参加（東京）：１名／個別相談 

０４月２８日 介護従事者研修準備会議／個別相談 

０４月３０日 都南東小学校 6年生と盛岡駅ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ調査：３名 
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０５月０７日 お宅訪問／ヘルパー従事者研修準備会議／ＧＭＣＮ会議 

０５月１１日 全国障害者介護保障協議会電話会議参加：1名 

       映画「精神」盛岡上映会ちらし配り/広報誌 27 号 17 郵送 

０５月１２日 （仮称）「障がい者差別の撤廃に関する条例に係る意見

交換会」出席：5名／お宅訪問 

０５月１３日 個別相談 

０５月１４日 映画「精神」盛岡上映会打ち合わせ（ＳＳＣＭ）：3名 

０５月１５日 身体障害者療護施設瑞雲荘訪問：３名 

０５月１９日 個別ＩＬＰ（上田公民館）／夢ＩＴ工房来訪 

       ヘルパー従事者研修シュミレーション 

０５月２１日 ヘルパー従事者研修シュミレーション反省会 

０５月 22-24 全国自立生活センター協議会総会研修会１名／個別相談 

０５月２４日 個別相談 

０５月２５日 盛岡ハートネット来訪 

０５月 27-28 個別相談 

０５月２９日 身体障害者療護施設久慈ひばり療護園訪問：４名 

０５月３０日 映画「精神」盛岡上映会 ＳＳＣＭ:盛岡ﾊｰﾄﾈｯﾄ:ＣＩＬ 

 

０６月０１日 個別相談／電話相談 

０６月０２日 ＧＭＣＮ会議／お宅訪問 

０６月０４日 ＧＭＣＮ会議／個別相談 

０６月０６日 個別相談（大船渡） 

０６月０８日 全国大行動実行委員会ﾛﾋﾞｰ活動研修会（参議院議員会館、

衆議院議員会館）３名／映画「精神」盛岡上映会反省会 

０６月０９日 高橋雪文後援会集会出席：１名 

０６月１０日 盛岡ハートネット例会参加２名 

０６月１１日 お宅訪問／個別相談／大船渡市訪問 

０６月１３日 運営委員会：５名 

０６月１５日 全国障害者介護保障協議会電話会議参加 1名 

       ＪＩＬユースパワーネット電話会議：１名 

０６月１６日 検討会議／賛助会員さん来訪 

０６月１７日 介護従事者研修① 

ＣＩＬ日野＆みなみＴａｍａＩＬＰ参加：２名 

０６月１９日 賛助会員さん来訪 

０６月 20-22 ヒューマンケア協会ピアカウンセリング講座参加：１名 

０６月２１日 ヘルパー従事者研修 

０６月２２日 個別支援会議 

０６月２３日 個別ＩＬ 

０６月２４日 ＧＭコーディネーター会議 

０６月２５日 個別訪問（大船渡）：５名 

０６月２６日 個別ＩＬ 

０６月２８日 盛岡市立厨川小学校５年生と盛岡駅ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ調査 

０６月２９日 ＧＭＣＮ会議 

０６月３０日 個別ＩＬＰ 
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第９期（平成２２年度）活動・事業計画予定表（案） 

７月 ８月 ９月 

＠ピア・カウンセリン
グ～ビギナー＆アサー
ティブ講座～ 
＠広報誌発行 

＠盛岡となん支援学校
講演 
＠共同連全国集会講演 
 
＠長期ＩＬＰの準備 
＠障害者権利条例・条
約学習会の準備 

＠広報誌発行 
 

１０月 １１月 １２月 

＠長期ＩＬＰ前期  

16（土）-17（日） 

＠聴覚支援学校パネラ

ー参加 

 

＠長期ＩＬＰ後期  

20（土）-21（日） 

＠障害者権利条例・条

約学習会 10 日（金） 

 

＠クリスマス会 

18 日（土） 
 

１月 ２月 ３月 

＠広報誌発行 ＠ＪＩＬ全国セミナー 

14（月）-16（水） 
 

＠お花見会の準備 

４月 ５月 ６月 

＠お花見会 

＠ＴＳＫ総会 

＠ＪＩＬ協議員総会 

18（水）-20（金） 

 

＠地域交流企画「誰で

も参加できるクッキン

グ＆食事会」 

＠第４回 バスは僕ら

にとってもスニーカー 
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ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか規約規約規約規約    

    

◆第一章 総則 

 

第０１条  （名称） 

         本会は「CIL もりおか」と称する 

 

第０２条  本会は活動の拠点を、盛岡市南仙北二丁目２７－１鈴木ビル１階２号室に

置く 

 

第０３条  本会は、共に生きる地域社会を作るための活動を行い、「障害者」が自立

した生活を営んでいくために必要なサービスを、障害をもつ当事者の立場

から提供し、自立生活をサポートすることを目的とする 

 

第０４条  （活動の内容） 

     本会は目的の達成のために次の事業を行う 

     ・ 自立生活プログラムの実施 

     ・ ピア・カウンセリングの実施 

     ・ 権利擁護活動 

     ・ 自立生活に必要な住宅、年金などの各種相談 

     ・ 介助サービス 

     ・ 自立生活に関するその他の必要な業務 

 

第０５条  （活動範囲） 

         本会の行う活動の対象範囲は、盛岡市を中心とした近隣地域とする 

 

◆第二章  会員  

  

第０６条  本会の会員は次のとおりとする 

     ・ 正会員  本会の主旨に賛同し、介助を希望する障害を持つ個人、及

び介助者として活動できる個人  

     ・ 賛助会員 本会の主旨に賛同し、資金的援助及び活動などに協力でき

る個人、及び団体  

 

第０７条  （会費）  

         年会費は、正会員は２千円、賛助会員は、無制限とする 
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第０８条  （入会、脱会） 

     本会に入会を希望するものは、所定の入会申し込み用紙に必要な事項を記

入し、会費とともに事務局に届け出る。 脱会するものは、所定の申し込

み用紙に必要な事項を記入し事務局に届け出る。 

 

第０９条  正会員、賛助会員とも本会の各種活動に参加できる 

       会員は、本会の機関誌など資料の配布を受けることが出来る 

  

第１０条  （会員の義務） 

     正会員、賛助会員とも年会費を毎年定められた時期までに納入しなければ

ならない  

  

第１１条  （会員資格の喪失） 

     会員は次の場合に資格を喪失する 

      ・会員が退会、または死亡したとき 

      ・本会が解散したとき 

      ・年会費を２年以上未納の時 

      ・本会の規約などに著しく違反したとき 

      

         会員資格を喪失した時点で、その権利は失効し義務は免れる  

 

◆第三章  役員及び運営委員会 

 

第１２条  （役員） 

     本会には次の役員をおく 

     ・代表１名 

     ・副代表１名 

・事務局長１名 

・事務局次長１名 

・会計１名 

     ・会計監査１名 

     なお、代表、事務局長は障害者が行うものとする 

  

第１３条  （代表） 

     ・代表は運営委員会によって選出され、本会を代表する。 

     ・代表の任期は２年とする。但し、再任は妨げない 

     ・代表は、２年に一度の運営委員会（６月）において立候補、推薦を経て候

補者複数の場合は、運営委員の採択により決定する 

第１４条 （副代表） 

     ・副代表は運営委員会によって選出される。 
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・副代表の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。 

     ・副代表は、２年に一度の運営委員会（６月）において立候補、推薦を経て

候補者複数の場合は、運営委員の採択により決定する 

・適格者がいない場合、又は採択により過半数が得られなかった場合は、副

代表の役職は代表が兼務することを妨げない。 

 

第１５条 （運営委員会） 

     運営委員会は、本会の最高議決機関であり、必要に応じて、代表及び運営

委員が召集する 

     運営委員会は、事業計画の策定、日常的な活動の企画・立案や、各種サー

ビス利用規定の制定、改正を行う 

運営委員は６名以内とし障害をもつ委員が過半数を占めるものとする  

     運営委員は、２年に一度の運営委員会（６月）において立候補、推薦を経

て候補者複数の場合は、運営委員の採択により決定する。 

 

◆第四章  事務局 

 

第１６条 （事務局長） 

         ・事務局長は運営委員会によって選出さる。 

        ・事務局長の任期は２年とする。但し、再任は妨げない 

       ・事務局長は、２年に一度の運営委員会（６月）において立候補、推薦を

経て候補者複数の場合は、運営委員の採択により過半数を得ることによ

り決定する 

         ・適格者がいない場合、又は採択により過半数が得られなかった場合は、

事務局長の役職は代表が兼務する 

 

第１７条（事務局次長） 

・事務局次長は運営委員会によって選出される。 

・事務局次長の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。 

    ・事務局次長は、２年に一度の運営委員会(６月)において立候補、推薦を

経て候補者複数の場合は、運営委員の採択により決定する 

・適格者がいない場合、又は採択により過半数が得られなかった場合は、

事務局次長の役職は事務局長が兼務することを妨げない。 

 

第１８条  事務局は、必要に応じて事務局会議を行い、日常業務の報告や連絡調整を

行う。 

 

 

 

 



 

 

 

１６ 

◆第五章  資産及び会計    

 

第１９条  （資産の構成） 

         本会の資産は次のようになっている 

    ・公的な助成金 

    ・正会員・賛助会員会費 

    ・寄付金品 

    ・事業収入 

    ・その他の収入 

 

第２０条   （会計年度） 

        ・本会の会計年度は７月１日から翌年６月３０日までとする 

     ・本会の年度予算は運営委員会の承認を得て定める。但し、予算が可決され 

るまでは前年度の予算を基準として執行する  

        ・決算は次の年度に運営委員会の承認を得なければならない  

 

◆第六章 規約の変更及び解散（規約の変更） 

 

第２１条 この規約の変更は運営委員の３分の２以上の賛成を必要とする  

 

第２２条  （解散及び残余財産の処分） 

          本会の解散は運営委員の４分の３以上の賛成を必要とする 

         残余財産の処分は運営委員会によって決定する 

 

付則    この規約は、平成１５年２月１日より実施する 

 

 

平成１７年３月２０日改定 

平成１８年１０月１日改定 

平成２１年７月２０日改定 
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｡｡｡｡ﾟ゚゚゚｡｡｡｡♪♪♪♪    ･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･☆☆☆☆。。。。ﾟ゚゚゚｡｡｡｡･ﾟ･ﾟ･ﾟ･ﾟ        ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか        ｡｡｡｡ﾟ゚゚゚｡｡｡｡♪♪♪♪    ･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･☆☆☆☆。。。。ﾟ゚゚゚｡｡｡｡･ﾟ･･ﾟ･･ﾟ･･ﾟ･    

事務所開所時間 １１：００～１８：００（月～金） 

相談・お問い合せ→電話・電子メール＆手紙にて随時受付け致します。 

第９期会員募集中 
当団体の趣旨をご理解いただき支援して 

いただける会員を募集しています。 

正会員正会員正会員正会員（（（（購読料含購読料含購読料含購読料含））））    一口一口一口一口                ２２２２千円千円千円千円    

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員                                                無制限無制限無制限無制限    

振込先振込先振込先振込先                        盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店    

口座番号口座番号口座番号口座番号                                ０１７８３６２０１７８３６２０１７８３６２０１７８３６２    

口座名口座名口座名口座名            「ＣＩＬ「ＣＩＬ「ＣＩＬ「ＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか代表川畑昌子代表川畑昌子代表川畑昌子代表川畑昌子」」」」    

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先                                川畑川畑川畑川畑、、、、今川今川今川今川    

   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

＜介護保険訪問介護・障害者自立支援法障害福祉サービス介護給付については…＞ 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    自立生活支援自立生活支援自立生活支援自立生活支援センターセンターセンターセンター・・・・もりおかもりおかもりおかもりおか        

ヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーション・・・・それいゆそれいゆそれいゆそれいゆ 

０２０－０８６３ 岩手県盛岡市南仙北２丁目２７－１ 鈴木ビル１階２号室     

ＴＥＬ０１９－６３６－０１３４／ＦＡＸ０１９－６８１－０８２０ 

※ＦＡＸ番号が新しくなりました。 

編集後記 昨年度、障害者自立支援法改正案が当事者の声を無視して、国会に提出されました。

前首相の退陣で廃案になりましたが、成立直前まで進んでいました。このような法案の通し方は

許されるものではありません。私達が地域で暮らしていく上で、この法律はとても重要です。こ

れから新しい法律を作るにあたって、私達障がい者の声を反映させてほしいものです。（篤） 

事務所所在地 

「川久保」バス停より徒歩５分 

「北川久保」バス停より徒歩３分 

♪ 自立生活プログラムの実施 

地域での生活を希望する障害者が、当事者同

士で、社会生活のノウハウを伝え合う講座。

長期講座､集中講座､個別講座開催。 

 

♪ ピア･カウンセリングの実施 

ピア（同じ背景を持つ仲間）同士が交互にカ

ウンセラーとクライアントになって、話しを

「聞き合う」、非専門的なカウンセリング講

座。集中講座､個別講座開催。 

 

♪ 有料介助サービスの実施 

日常生活に介助を必要とする方に対し､有料

でヘルパーを派遣し、身体介護。家事援助。

外出介助。必要な介助を提供。 

 

♪ 情報提供 

障害者が地域で生活していくために役立つ

情報を提供する活動。 

 

♪ 権利擁護活動 

地域で生活する障害者の権利を守る活動。 
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