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　私達は震災を受けて立ち上がった団体ですが、毎年、新
たな課題が出てきます。一人ひとりが孤立しない仕組みづく
りや経済的困窮、子育て世代の応援と復興……。たくさんあ
ります。中でも、ひとり親世帯の支援体制はまだまだ脆弱な
ので、ワンストップで包括的に支援できるところが各地域に
一個ずつできるような活動をやっていかなければならないと
思っています。
　そして、これからは当事者支援と、地域の理解者を増やし
包摂された地域づくりの両方の必要性を痛感しています。多
方面からの支援で成り立っていく社会が必要だと捉えていま
す。そのような中で、いわて電力さんは「子ども
食堂」の取り組みに力を貸してくださってい
ますが、地域の課題解決に目を向けた企業
が地域にあることが大事だと思います。
「ここで安心して暮らしていこう」と思
える、そういう地域づくりが必要で
す。企業の力は大きく、地域の大きな
資源、宝物です。いわて電力さんのよ
うな企業に子どもたちも憧れ、信頼し
ていくのだと思います。

地域のほころびを繋ぎ合わせ、
岩手の下地をつくる

特定非営利活動法人 インクルいわて
理事長 山屋理恵さん

　私達は美術を入口に、最終的にあらゆる人、人以外の命
も含めて、すべての命には言い分があるということ、その言
い分をちゃんと一つ一つ聞きたいと思う人を社会に増やすこ
とを目指しています。美術館の２階には平日の午前中は誰で
も見学ができるアトリエがあるので、作者に会えることも大
きな特徴です。みんなフレンドリーなので、訪れると「こんに
ちは！」と温かく出迎えてくれたり、握手を求められたり。た
まにピリピリしている時もありますが、一種のサンクチュアリ
といいますか、すごく豊かな世界があります。
　たとえば、重度心身障害でこの人はきっと何もわかってい
ないなと思っても、それが本当かどうかってわ
からないものです。もしかしたら、すごい大
間違いかもしれない。自分のその知らない
がゆえの思い込みで、誰かの幸せや可能性
を奪わないように……。常にアンテナを
張っていたいです。「るんびにい美術
館」と聞いた時、「とても開かれた柔
らかい、風通しのいいアートなんだっ
けなあ」というイメージを浸透させて
いきたいですね。

命には、
みんなそれぞれ「言い分」がある

るんびにい美術館
アートディレクター 板垣崇志さん

LIGHTS UP IWATE地域の課題を地域で支え合う社会の実現に向け、岩手県内外から岩手を照らす人々にスポットを当てたイン
タビュー。今回は、誰もが生き生きと暮らしていける「包摂された社会」の実現に向けた活動を行う「特定
非営利活動法人インクルいわて」の理事長・山屋理恵さんと、命と命の語らいの時間を育む「るんびにい美
術館」のアートディレクター・板垣崇志さんのお話をご紹介します。詳しくは、HPをご覧ください。

代表取締役  笠井 健

　明治44年に呉服や和菓子などを包み飾るための紙器製造業として
一関市で創業したのが当社の原点です。やがて昭和11年に印刷機２
台を導入して印刷分野に進出し、今に至ります。時代の変遷で、昭和
51年に本社工場を平泉町に移しましたが、もともとここはボーリング
場でした。移転当初は、レーンをいくつか残そうかと本気で考えたくら
い、会社の規模からすれば相当広い空間でした。その後、機械を少し
ずつ増やして、今はレーンやレストランがあったスペースも活用してい
ます。
　本社以外に支社・営業所は県内に５カ所、県外に３カ所あり、名刺
や伝票などの一般印刷や今では貴重な活版印刷、ホームページや映
像の制作、イベントの企画運営など幅広く行っています。今回の新型
コロナウイルスでは、飛沫感染防止のためのアクリル製衝立も製作し
ています。
　いわて電力さんとは、昨年、医療的ケア児支援プランの活動として
行われたアートコースターの製作でご縁をいただきました。笠井社長
の心意気に共鳴し、なんとかしたいと思ったのが始まりです。実はちょ
うどその年の春に導入したばかりの機械を使っため、私達の技術力が
上がった製品になりました。日頃、みんなそれぞれ部分的に優れてい
るところがあると思っているのですが、ぽけっとの会の子どもさん達の

魅力を形にするお手伝いができ、大変意義深いものになりましたね。
　そして、このお仕事が新電力契約の後押しになりました。当社でも
CSRやSDGsの活動に取り組んでいますが、地域の社会貢献に対する
マインドが近いと思い、迷うことなく切り替えさせていただきました。
新しいことを始めるエネルギー以上に継続することのエネルギーは
もっと凄まじいものだと思います。目に見えないご苦労があると思い
ますが、いわて電力さんのサービスは私達が社会に間接的に貢献で
きる仕組みなので、これからも継続していっていただきたいです。
　当社としましては、活版や和綴じといった伝統技術からアートコー
スターのような最新技術までを柔軟に対応できる人材の育成に努め
ています。根幹には情報伝達の役目があるので、「どうやったらお客
様の思いが伝わるだろうか」を前提にこれからもいわて電力さんと共
に事業を展開していきたいです。

地域に根ざした社会貢献活動をこれからも

聞き手  菅原 綾音

Interview 1

川嶋印刷株式会社
代表取締役会長 菊地慶矩さん（中央）
代表取締役社長 菊地慶高さん（左）

お客さま Interview

聞き手  小原 敬幸

　昭和33年より畜産業に携わり、現在は銘柄豚「白金豚」を生
産し、年間１万頭出荷を目標に２つの農場で常時６０００頭の豚
を管理しています。実は、畜産業は１年中大きな電気を使う仕事
なんですね。というのも、生まれたばかりの子豚は母豚の体温と
同じ36～38度に室内の温度を保たないといけません。真夏以外
はほぼ暖房をつけて子豚の温度管理をする必要があるのと同時
に、母豚の体は冷やしてあげないといけない。そうなると送風機
も稼働させているので、節電が大事な時代ですが、事業規模に
対して電気の使用量が多く、これまでも大変苦労してきました。
　今回、いわて電力さんから費用面で非常によいご提案をいた
だけたことと、見積もりのプロセスで丁寧にご対応いただけたた
め、今年の９月１日から本社兼加工場と養豚場を切り替えること
にしました。また、飲食部門のレストラン「ポパイ」も検討してい
るところです。電気は直接、家畜の命や食べ物の安全に関わるこ
となので、新電力への切り替えは躊躇していましたが、ご説明を
受ける中でそういった課題はクリアしていることが分かり、今後
どれだけ効率化できるか楽しみです。
　また、新型コロナの問題もあり、県内企業の方が何かあった時
に安心できる点も決め手になりました。今回の感染症で、こだわ
りの食材を買い支えてくださっていた飲食店やホテル、給食がス

トップしたため大変な状況でした。銘柄を伏せて出荷するなどし
て凌いできましたが、風向きが変わったのが４月から通信販売が
急進したことです。弊社の中での存在感が３倍になっているの
で、BtoC事業を急いで整備し、卸業と並行して走らせていきた
いです。
　インバウンド観光と日本国内向け観光の大きな差は、地域の
こだわり食材を使うことでの差別化だと思っています。消費者の
中でのそういう変化は嬉しいことです。業務用卸と比べて仕事も
細かくなりますが、より丁寧で美しい品をという心がけで、手間
暇を惜しまず、新たな販売展開に取り組んでいきたいです。今は
どうにか厳しい状況は脱しつつありますが、総じて基本的な事業
コストである電気代が下がるのは非常にありがたいです。いわて
電力さんには岩手を強みにしたサービスを期待しています。

Interview 2

より高品質で真心の畜産に注力
高源精麦株式会社
代表取締役社長 高橋誠さん

Inter view by Kikuchi Yukana (Pukar i)

ごあいさつ

　いわて電力の電気をお使い頂き、また社会貢献活動にご理
解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。お陰様で昨年
度も多くのお客様にお申込み頂き、社会貢献の輪が広がって
います。
　現代の社会では環境問題だけでなく、教育や経済格差、度
重なる自然災害への備えなど多くの課題を抱えています。当社
が目指すのは、電気という誰もが使うエネルギーを通じて、地
域の人同士がつながり、こうした課題を解決するために支え合
う関係を創ること。そして、岩手がもっと心豊かで多様な人々
に優しい地域になることです。
　昨年度も電力料金の収益から、岩手県の次世代を担う子供
たちのためにスポーツ、社会福祉、防災といったテーマで様々
な社会貢献活動を行いました。いわて電力の電気を使うこと
が、そのまま地域の社会貢献になっていることを改めて知って
頂くとともに、県内各地から寄せられた笑顔や感謝の言葉を、
サポーターであるお客様にお届けしたいと思います。どうか、
これからもご支援を宜しくお願い致します。

１９７４年、北上市生まれ。岩手を愛するがゆえ、県内のまちの特産や景色に
も詳しい。好物は、岩手県産の日本酒、山菜、海産物。

お客様は
地域の次世代を守り育てる
社会貢献サポーター

応援しています！

こども食堂応援プラン

応援しています！

こども食堂応援プラン



あんどうりすさん

2019.6.22-23 盛岡市

SPORT CLIMBING
JAPAN TOUR 2019

　応援プランの支援先として提携している、岩
手県山岳・スポーツクライミング協会主管で行
われたこの大会は、ジャパンカップへの出場選
考を目的としたシリーズ戦でした。
　この大会では、いわて電力のAED無料レン
タルサービスもご利用いただき、救護スタッフ
が2名常駐する、万全の体制でのイベント開催
となりました。
　大会初日はあいにくの雨となりましたが、決
勝が行われた23日は天気にも恵まれ、青空の
下、選手たちはこれまでの練習の成果を発揮
していました。
　また、同月15～16日には、ボルダリング県
民体育大会 国体選手選考会も行われ、こちら
でもAEDもご利用いただきました。
　今後も、岩手でクライミング競技がもっと盛り
上がるように、岩手県山岳・スポーツクライミング

協会の活動を全面的にサポート
していきたいと思います！

こども食堂応援プラン

食育や学業の支援で活動す
る、岩手県内のこども食堂の
支援に充てられます。
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スポーツクライミング
応援プラン

岩手から世界を目指すスポー
ツクライミングの選手たちの
支援に充てられます。
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いわての防災教育
支援プラン

岩手県内の防災教育や防災イ
ベントへの活動支援に充てら
れます。

Suppor t
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2020.1.24 Sat. 盛岡市

野球少年の
肩肘検診イベントを開催

　検診を実施したのは、一般社団法人I-sup-
portの代表理事で、おおとし消化器科整形外
科の医学博士でもある、大歳憲一先生と、花
巻東高校硬式野球部トレーナーで、柔道整復
師の昆太一先生。
　会場となったサムズアップは、将来プロ野球
選手などのアスリートになりたいこどもたちを
全力でサポートするトレーニングジムです。
　プロ野球選手のマネージャー兼トレーナー
経験のある金澤大地コーチ、花巻東高校硬式
野球部のトレーニングサポート経験のある山
本竜也コーチが指導しています。
　長い目でこどもたちの野球人生を考えた時
に、いかに肩肘検診が重要であるかや、肩肘
を痛めにくくするためのトレーニング指導な
ど、充実の内容であっという間の２時間でし
た。
　こどもたちや、保護者の方々は、「とても楽
しかった！」「こどもの肩肘が問題ないと知っ
て安心した」「今後もオフシーズンには定期的
に検診を受けさせたい」と楽しく学びながらイ
ベントに参加していました。

2019.8.14 Wed 盛岡市

ナナツノツキノ
お米を子ども食堂へ寄贈

　子どもの居場所ネットワークいわて様の事
務所にて、お米の寄贈式が行われました。
「こども食堂応援プラン」の取り組みの一環と
して、子どもの居場所ネットワークいわてを通
じて、県内で希望された22か所のこども食堂
へいわて電力からお米を寄贈しました。
　また、今回ご協力頂いたのは岩手県北上市
和賀町でお米を生産・販売している「ナナツノ
ツキノ」代表の長谷川さんです。
　減農薬栽培や無農薬栽培を実施しており、
今回、県内のこども食堂へ寄贈したお米も、愛
情を込め栽培された、甘み粘り食感と良いバラ
ンスのとれた「ひとめぼれ」です。冷めても美
味しく、おにぎりにもオススメです。
　各こども食堂さんからは、カレーやおにぎ
り、炊き込みご飯等、いろいろなメニューで
美味しくいただきました！と、嬉
しいお礼のおことば。本当にど
れもおいしそうです！
　こども食堂へ足を運び、一緒
に食事をしている地域のみなさ
んの笑顔も輝いています。

野球少年応援プラン

岩手の野球少年を育てる活動
に充てられます。
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2019.8.25 Sun 盛岡市

SUMMER
SESSION 2019

　岩手県営運動公園「ボルダリングルーム」に
てボルダリング大会 SUMMER SESSION -サ
マーセッション- が開催されました。この

大会を主催している岩手県山岳・ス
ポーツクライミング協会様は、いわて
電力が年間スポンサーとして活動を支
援しています。さらに今回も、弊社の無
料AEDレンタルサービスをご利用いた
だきました。今回この大会に参加して
いる選手の中から、将来のオリンピッ
ク選手が誕生することを期待せずに
はいられません！

★盛岡市★
特定非営利活動法人インクルいわて
りんごこども食堂
フキデチョウ文庫
おひさまキッチン
チャグっこ食堂
みたけLC子ども食堂
子ども地域よりあい広場わっこの家
こども食堂せいなん
なかよし食堂

★釡石市★
かまいし つながり食堂
ひまわり

★北上市★
地域まるまる食堂
キッチンすまいる

★大槌町★
大槌子ども食堂
大槌町　こなー会

★久慈市★
おむすび村食堂

★洋野町★
むつみ子ども食堂

★陸前高田市★
たかた☆ゆめキッチン

★花巻市★
ぬくまる食堂

★矢巾町★
ここかむ食堂

★金ヶ崎町★
金ヶ崎町社会福祉協議会

★平泉町★
縁 こども食堂

【今回支援した県内のこども食堂】
県内のこども食堂全22か所に
お米をお送りしました。

2019.9.16 Mon 北上市

親子の
防災マルシェ2019

　今回、乳幼児がいる家庭の防災を学ぶため
の「親子の防災マルシェ」が北上市さくらホー
ルで開催されました。
　このイベントは「いわての防災教育支援プラ
ン」による社会貢献活動として、行われたイベ
ントです。
　一般的な防災教室ではなかなか知ることが
出来ない、赤ちゃんや、小さいお子さんがいる
お父さんお母さん向けに実際に子育て経験の
あるアウトドア防災ガイドの、あんどうりすさ
んが講演をしてくださいました。
　その他にも、非常食を試食・お得に購入でき
るブースや、便利な防災グッズを紹介している
ブース、消防署による、煙が充満した空間での
動き方を実際に体験しながら学べるコーナー
など、子どもから大人まで、楽しく学べる企画
が充実していました。
　今回のイベントを機会に、お子さんと一緒に
防災について考えるきっかけになったと、ご参
加した方から感想をいただきました。

4 5

大歳憲一先生 昆太一さん

子どもでも、
ケアは大事。
注意しなくちゃ。

楽しかったー！
しっかり肩肘を作って、
野球やるぞ！

ヨイショ、
ヨイショ。

攻略ルート、
みえた！

おいしいお米、
ありがとう！
モリモリ食べるよ！

感謝です！
大切に
食べます！

１、２、...
そうそう！

アウトドアの楽しい時間、
小さい子がいざという時、
ちゃんと備えていれば、
できることがあります。
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いわてグルージャ盛岡

監督 秋田豊さん

日本代表としてワールドカップも経験した秋田豊さん
が、いわてグルージャ盛岡の新監督に就任。いわてグ
ルージャ盛岡が鹿島アントラーズのような成功モデル
を築くため、そして岩手のサッカーシーンを盛り上げ
るためになにをすべきか。代表の笠井健との対談形式
でお届けします。

インタビュー対談

岩手サッカーシーンの
今、新しいキックオフ。

岩手のサッカーに対する印象と
今季の目標、そして使命

――まずは岩手のサッカーについての印象に
ついてお聞かせくだ
さい。
秋田監督　小笠
原満男とは鹿島
でずっと一緒に
やっていました
し、盛岡商業の
平聡コーチ、そして長く盛岡商業で指導され
た齋藤重信先生とも親交がありました。ま
た、復興支援で何度も足を運んでいたことも
あって、こちらにくる不安はありませんでし
たし、自分の中で岩手は近い存在では

ありましたね。
――今季の目標、メンバー編成について教えて
ください。
秋田監督　目標はJ3優勝、J2昇格です。J3で
は1位と最下位の力の差が大きいわけではなく
て、決定機を決め切れるか、あるいは防ぎきれ
るかが大きなポイントとなります。攻撃ではセッ
トプレーも含めて得点が取れる選手、守備では
組織的に守れる選手を基準として編成し、ト
レーニングしてきました。基準は『勝つ』という
こと。状況に応じながら、勝利から逆算したプ
レーを個人、チームが判断して勝点3につなげ
ていきたいです。

いわて電力×いわてグルージャ盛岡の
サッカー教室を開催

――当日の様子はいかがでしたか？
秋田監督　最初に『いわてグルージャ盛岡
の試合を観に来てくれる人？』と問いかけ
たらだれ一人手を挙げなかったんですよ。
これは致し方ないなと思いながら、教室が
終わった後にもう一度同じ質問をしたんで

す。そしたら半分以上の子どもたち
が手を挙げてくれて。このサッカー
教室を通して知ってもらうきっ
かけになったので非常に良い
機会になったと思いました。
笠井　次世代の子どもたちの
可能性を広げようというのが

当社の活動の基本方針ですので、今後も機会
をつくることや、地元の指導者の役に立てるこ
と、また地域と地元のプロクラブをつなぐ橋渡
し的な役割を担っていきたいと考えています。

地域のシンボルになるために鹿島に学び
勇気を持ってトライする

――秋田さんがプレーされていた鹿島アント
ラーズはJ参入後、どういう変遷で常勝軍団と
なっていたのでしょうか？
秋田監督　Jリーグ発足前はトップリーグのレ
ベルにないチームだったんですけど、その後、
ジーコが加わり、彼がプロとはこういうものなん
だということを伝え示してくれたことで今の鹿
島アントラーズがあると思います。
笠井　鹿島アントラーズ
での体 験はいわてグ
ルージャ盛岡にとってす
ごくヒントになるのではと
思います。当時の鹿嶋町は
人口４～５万人ほどで交
通の便も良いわけでも
なく、町の特色も薄い場所でした。それが突
如、『サッカー』をキーワードにして人々が熱狂

する空間ができました。サッカーで町が変わっ
たというJリーグ随一の成功モデルとなったわけ
です。盛岡は人口も多く、地域と一体になって
取り組めば、同じようになれる可能性はあると
思います。少し先を見据えたグルージャの可能
性について、秋田さんの考えをお聞かせいただ
きたいです。
秋田監督　グルージャが岩手の心の支えにな
ることが理想です。岩手だからこそ、他ではで
きないことがあると思っています。将来的な夢
は盛岡駅から徒歩圏内の場所にスタジアムを
完成させることです。日本全国、そんなスタジア
ムは１つもありませんし、間違いなく集客にも
大きく影響します。もちろん、ハードルは低くあ
りません。でも鹿島の例を挙げると、アントラー
ズがJリーグ発足時の10チームに入るなんて
99.9％ないと思われていた中でも勇気を持って
いろいろなことにトライしたからこそ、その下馬
評を覆すことができたのです。
――チームが変わる、結果を出すに連れて、
町や地域はどのように変わっていったので
しょうか？
秋田監督　鹿嶋では車にアントラーズのステッ
カーが貼ってあるのが当たり前です。ユニ
フォームにしても東京駅から誇らしげに着てき
ます。町や駅にもタペストリーやフラッグがある
のが当然。そんなクラブになるために価値を表
現していくことが第一です。それから1993年、J
リーグが開幕した当初は暴走族がすごくうるさ
かったんです。でも、チームが勝つようになると
だんだん静かになっていったんです。彼らがサ
ポーターになって、発散の仕方を変えたという
ことでしょう（笑）。

クラブをコミュニティの
母体にする

――鹿島の成功事例を踏まえて、岩手ではどの

ようなことから取り組んでいますか？
秋田監督　まずは知ってもらうことです。表敬
訪問、スクールなどを通して認知してもらうこと
と、何よりも勝つことですね。そういう姿を見せ
る中で、グルージャのアカデミーを目指したいと
いう子どもが増えることを期待していますし、寮
などの生活環境、そしてグラウンドなどの練習

環境の整備にも取り組み始め
ています。地元の選手が他

県 に流 出 せ ず、グ
ルージャアカデミーに
入りたいという未来
につなげたい。そして
彼らがトップ昇格を

果たして、チームに地元出身の選手が多く在籍
するのが理想なので、そのためにも存在感を増
していきたいと思います。
笠井　私たちも人と人とをつなぐメディアとして
の役割を意識しています。いわてグルージャ盛
岡がチームとしても強くなり、将来を見据えて
地域の子どもたちを育てよう、勝つだけではな
く、町全体を盛り上げる存在になろうと取り組
んでいるので、それをもっと岩手の人に知って
いただきたいなという思いがあります。鹿島の
事例ですが、サッカーだけではなく、スポーツ
のクリニックを行ったり、スタジアムを使って地
域の事業を行ったりしているんです。岩手でも
いわてグルージャ盛岡という存在をひとつの鍵
にしていろいろな機会をつくることが町の魅力
アップにもつながると思います。
秋田監督　まさにおっしゃる通りだと思いま
す。コミュニティをつくるということがすごく難
しいので、その母体にグルージャがなっていき
たいですよね。クラブを媒介することで横の関
係が広がっていって、クラブとスポンサーだけ
でなく、スポンサー同士でもビジネスの可能性
が広がっていくというのが理想です。
笠井　岩手は『スポーツはスポーツ」』と閉じ

岩手電力

代表 笠井健

秋田豊（あきた・ゆたか）・愛知県生ま
れ/愛知高校、愛知学院大学を経て、
9 3年鹿島アントラーズに入団。ポジ
ションはセンターバック。強力なヘディ
ングを武器に鹿島アントラーズの9冠に
大きく貢献。19 9 8年、2 0 0 2年F I FA
ワールドカップ日本代表。Jリーグ功労
選手賞。2007年12月に現役を引退。現
在は指導者として活躍している。
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サッカー少年応援プラン

岩手のサッカー少年を育てる
活動に充てられます。

Suppor ted by
Iwate Electr ic Power

てしまっていた傾向
があると思います。例
えばグルージャ×観
光、グルージャ×医
療のように他の分野と掛け算ができると思うん
です。もちろん、そのためには地域との信頼関
係やオープンな姿勢が必要です。実際に会って
コミュニケーションを重ねることや、従来から
地域のサッカーを支えてきた方々の意見にも耳
を傾けて、一つ一つ丁寧に関係を構築していく
ことが大切だと思います。
秋田監督　例えばいわて電力さんであれば契
約していればその費用の何％かがグルージャに
落ちますとか、そういうこともありますよね。
笠井　グルージャが勝った日は電気代が安くな
る、みたいなのも面白いですね。
秋田監督　そういうことになると、いわて電力
さんがうちのスポンサーになっていただく価値
が出てくるし、お互いにwin-winの状況をつく
らないと続いていかないですよね。スポンサー
だけでなく、地元のサッカー協会、指導者、関
係者ともこれまで以上の関係性を築いていくこ
とも重要です。自分がいろいろなメディアに出
ながらそこを発信していければいいなと思いま
すし、岩手県民全員にいわてグルージャ盛岡を
知ってもらえるようにできることをやっていきた
いと思っています。

鹿
島
の
成
功
モ
デ
ル
を
岩
手
の
地
で
。

勝
利
、そ
し
て
地
域
と
の
連
係
が
シ
ン
ボ
ル
に
な
る
た
め
の
鍵
と
な
る
。

Inter v iewer ＆ ライター：高橋拓磨
写真：井上健

2020.6.7 Sun 北上市

いわてグルージャ盛岡
サッカー教室開催！

　北上総合運動公園第一運動場にて、地域のサッカークラブに所属している小学生を対象に
「いわて電力×いわてグルージャ盛岡　サッカー小学生応援企画」を開催。盛岡を拠点とす
るJリーグ所属のプロサッカーチーム「いわてグルージャ盛岡」より、秋田豊監督、土井康平選
手、深井脩平選手、大谷真史選手、佐々木祐太選手、そしてキヅールが参加してくれました！
　秋田監督や選手の方々と共に、ドリブルやパス、浮き球やシュートの個別練習を行い、キ
ヅールも交えたドリブルリレーや、ゲーム等で汗を流しました。最初は緊張していた子ども達
も、監督や選手の方々から声掛けやアドバイスをもらい、一緒にプレーする中で、いい笑顔に
なり、元気に楽しんでいる様子でした。最後には、監督や選手一人一人が選ぶ当日のMVP表
彰もあり、サッカーボールやキヅールグッズなどを受け取った子ども達は満面の笑みでした。
　コロナウイルスの影響で、しばらく試合やトレーニングの機会がなかった子ども達。いわて
グルージャ盛岡の皆様と共に過ごしたこの日を原動力に、また思い切りサッカーの
練習に励んで頂きたいと思います！
　初めて開催するイベントでしたが、快く引き受けて下さり、素晴らし
い会にしてくださった、いわてグルージャ盛岡の皆様、誠にありがとう
ございました！



をお招きし、本イベント実行委員長である小笠
原綾子さんと共に進めて頂きました。
　寺澤先生の講演では、ひと昔前では救えな
かった子どもの命が、現代の医療では救うこと
が出来る。ただ、「救ったいのちを、救いっぱな
しにしない」ことが重要だと、強いメッセージを
いただきました。「少しでもママたちの介護負
担を減らしたい、少しでも生活の質が上がるこ
とをしてあげたい」という思いから行っている
様々な取り組み事例もご紹介頂きました。
　2人目の講演者である内多さんは、以前はＮ
ＨＫアナウンサーとして活躍されていた方で
す。もみじの家は、「重い病気を持つ子どもと
家族のひとり一人がその人らしく生きることが
できる社会を創る」という理念のもと、「重い
病気を持つ子どもと家族に対する新しい支援
のしくみを研究開発し、全国に広める」という
ミッションを掲げています。寺澤先生と同様、
「小児医療の進歩により救命率が上がった一
方で、常時医療ケアの必要な子どもの数は
増え続けている」ことを前提に、実際に重

2019.10.14 Mon 盛岡市

医療的ケア児を支える
地域づくりフォーラム

　医療的なケアを日常的に必要とする子供達、
そして成人になった方、医療的ケアが不要に
なっても日常生活に介助、サポートが必要な方、
そして、そのご家族のことを地域でもっと支え
ていきたい。そのために、医療、介護、教育、各
種の制度や日常困っていることなど、現状の課
題を明らかにして、家族の声を地域の関係者が
皆で聴く……。そして解決すべきこと、取り組む
べきことを共有することを目的とし、このフォー
ラムをアイーナで開催しました。
　今回講演をお願いしたのは、岐阜県総合医
療センター新生児内科の寺澤大祐先生、国立
成育医療研究センター医療型短期入所施設
「もみじの家」（東京都世田谷区）のハウスマ
ネージャー・内多勝康さんのお二人です。進行

役には岩手日報社の論
説委員・黒田大介さん

2019.9.15 Sun 一関市

アートコースター
完成発表会

　「医療的ケア児アートプロジェクト」のコース
ターが完成し、発表会を開催しました。
　このプロジェクトは、重い障害を持っている子
ども達でもアートを通じて地域の社会に関わり
貢献できる、そんな地域を作りたいということ
で、弊社が企画し、沢山の方の協力のもと実現
しました。アートは、NPO法人ぽけっとの会の子
ども達が、アーティストの加藤鉄平さんと一緒に
個性豊かに制作。それらをオガサワラユウダイさ
んがコースターとしてデザインし、川嶋印刷株式
会社さんが生産してくださり、形となりました。
　完成発表会には、アートを手掛けた子ども達
とその保護者の方々も参加。重い障害をもった
子ども達が生み出したアートが商品化され、世
の中に広がり、収益の一部が子ども達に「お給
料」という形で届く。それは奇跡のようだと、

大変喜んでくれました。
　コースターは、ぽけっとの会さんが
開催するイベントなどで販売されて
います。さらに、一関市と平泉町のふ
るさと納税返礼品として出荷し、その
収益の一部を会に寄付することも行
なっています。

特集　医療的ケア児支援プラン
岩手県内の支援学校や医療的なケアを必要とする子供たちの支援
に充てられる「医療的ケア児支援プラン」。活動も幅広く、様々な
取り組みを紹介します。
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2020.2.2 Sun Youtube配信

重症心身障がい児の
eスポーツ大会
「いわて電力
  EyeMoTグランプリ」

　重度心身障がい児（者）が意思伝達の可能
性を更に伸ばし、社会とつながる機会を広げ
ていくことを目的にeスポーツ大会を開催。全
国の参加者をオンラインで繋ぎ、EyeMoTを用
いたeスポーツ形式で実施し、Youtubeで生配
信しました。全国初の試みということで、様々
なメディアで取り上げて頂きました。
　EyeMoTとは、肢体不自由の重度心身障が
い児（者）が目でPCを操作する視線入力装置
を使い、ゲームを通じてトレーニングを行う
「視線入力訓練 ソフトウェア」です。全国の支
援学校では、100校以上で利用され、在宅でも
利用者が増えています。これまで意思を伝える
ことが出来ないとされてきた重症児が画像を
認識したり、文字の入力が可能になるなどの成
果をあげています。トレーニングによって、表計
算ソフトや動画作成の操作も可能になり、将
来、社会の中で特定の作業を担ったり、就業し

て収入を得るなど、従来では不可能とされてい
た社会参加が可能になると期待されています。
　大会は、EyeMoTの開発者である、島根大
学総合理工学部ヒューマンインタフェース研究
室助教の伊藤史人さん協力のもと、弊社と北
良株式会社が主催。全国から13名が参加し、
より多く自分の色を塗った方が勝ちという、ぬ
り絵形式のゲームで対戦が行われました。
　参加者のご家族からは、「全国の同じような
障害を持った人たちとつながり、ゲームを通じ
た交流が出来て本当に嬉しかった」「大会も楽
しかったが、家族の生きる力がアップしたよう
で嬉しい」などの声をいただきました。皆様、
誠にありがとうございました！

2019.8.1～4 盛岡市

医療的ケア児の
アートプロジェクトを
MOSSビルさんが採用

 「盛岡さんさ踊り」に合わせてショッピングセ
ンター「MOSSビル」さんにて配布されるうち
わのデザインに、ぽけっとの会（一関市）の子
ども達が生み出したアートが採用されました。
 これらのアートは、「医療的ケア児支援プラ
ン」の活動から生まれたものです。重い障害を
持っている子ども達でもアートを通じて地域の
社会に関わったり貢献できる、そんな地域を作
りたいということで、オガサワラユウダイさん、
加藤鉄平さんの協力を得て形になりました。
 1つ1つのデザインからは子ども達それぞれの
個性や情熱が感じられ、手にした人の気分を
高めてくれます。子ども達のアートが盛岡の夏
を彩りました。

い病気を持つ子どもと、その家族の悩みを語っ
て頂きました。
　お二人の講演を聴いた参加者からは、「どん
なに障がいが重くても、勝手にあきらめない、
テクノロジーの活用が希望になることを教えて
いただきました」「重い障がいの人たちの暮ら
しを医療面から支える仕組を確立されるまで
にご尽力されたお話に胸があつくなりました」
という嬉しい感想を頂きました。
　今回のフォーラムは、当社として初めての試
みとなり、行き届かない部分がありましたが、
医療、行政、福祉、教育など子ども支援に関係
する多分野から予想以上の参加人数となり、
この問題への関心の高さを感じました。皆さん
にご記入頂いたアンケートの内容は全て、「い
わてチルドレンズヘルスケア連絡会議」に報告
し、今後、岩手県や県内の医療機関、福祉、教
育、子育て支援などの施策に反映させていける
よう活動して参ります。

Suppor ted by
Iwate Electr ic Power

2019.5.17 Fri 盛岡市

松井晃先生による
「小児在宅
　呼吸療法セミナー」開催

　神奈川県立こども医療センターの松井晃先
生をお招きし、後援セミナーとして「病院のお父
さんが教える 小児在宅呼吸療法セミナー」を開
催。医療的ケアが必要な子どもが自宅に戻って
から行う在宅での人工呼吸療法について、機器
の取扱から日常の管理の注意点、トラブルの対
処の仕方などを学ぶ機会となりました。
　松井先生は2018年にも第2回となった同セミ
ナーでご講演頂きました。医療的ケアが必要な
小児患者さんに臨床工学技士として長年寄り添
い、多くのお子さん、ご家族の在宅医療に関す
る悩みや相談に対応してこられた先生です。
　当日は医師や看護師の方々に参加頂きまし
たが、小児の在宅医療に興味がある。覚えてみ
たいという方もいらっしゃいました。とても嬉
しいことです。小児、しかも在宅での医療、更
に人工呼吸器をつけてとなると、医療従事者
でも経験が少なかったり、大人とは違う小児な
らではの課題にぶつかったりします。そうした
不安を少しでも解消して、正しい知識を持っ
て、増え続ける医療的ケア児を支えることがで
きる人材を岩手県で少しずつ増やしていくため
に、引き続き、こうしたセミナーを開催していき
たいと思います。

菊地慶矩さん

新しい
印刷技術で
製作しました。

寺澤
大祐先生

救いっぱなし
にはしないで

黒田大介さん 内多勝康さん

小笠原
　綾子さん

その人らしく
生きることが
できる社会へ

長井祥悟さん

伊藤史人先生

みなさん、こんにちは！
別々の場所にいながら、
同じ画面にいますね。
大会を楽しみましょう！

松井晃先生

不安を少しでも
解消して、
正しい知識を
持って。

ご契約さまへ

ご契約時に選んでいただいた6種の社会貢献プラン。
いわて電力へご契約されているみなさまのおかげで、
岩手をよりよくする地域づくりの活動ができています。
日頃からのサポート、いつもありがとうございます。
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きれいな色で、
思うままに作ったうちわ。
暑い夏にあおいでね。



　いつも南部美人をご愛飲いただき誠にありがとうございます。弊社は1902年創業以来、家訓で
ある「品質一筋」を経営理念に、ここまで地域に愛され、日本で愛され、世界で愛される日本酒を
醸すために社員一丸となってまい進してきました。
　そんな中、今回の新型コロナウイルス被害の拡大に伴い、地元の医療関係者、私の仲間の医
療・福祉関係者などから悲鳴のような声が日を追うごとに聞こえてきました。「病院で消毒用アル
コールが足りない」「自宅介護している家で消毒アルコールが無くなりもうどうすることも出来な
い」など、もうギリギリのところまで来ていると思っていました。
　医療関係者の皆さんは今、最前線で戦っています。そんな医療関係者の皆さんが今のままでは
消毒用アルコールも無い、防護服も、マスクも無い。そんな無防備な状態で戦わなければいけま
せん。そんな悲惨な事をさせるわけにはいきません。
　今、目の前で困っている人がいるなら助けたい。私は困っている人を見過ごして通り過ぎること
が出来ませんでした。
　このような状況の中で、令和２年４月10日付で酒類製造業者においても高濃度エタノール製品
を消毒用エタノールの代替品として製造可能になりました。
　私達は家業として酒類製造を営んでいます。私達には医療用のマスクや医療用の防護服などは
作ることが出来ません。しかし、私達はアルコールを免許で扱う事が許された酒類製造業者で
す。アルコールなら造ることが出来るのです。そして、アルコールはどんな大きな一般企業でも造る
ことは出来ません。私達にしか出来ないのです。
　118年続いてきた南部美人の長い長い道の中で、まさか飲むことを目的としないアルコール製品
を私の代で造ることになるとは思ってもみませんでした。
　今後も酒造会社として、自分のできる行動をし、この国難、いや世界の困難に向かっていきたい
と思います。

株式会社南部美人 五代目蔵元 代表取締役社長  久慈 浩介

医療用アルコールを代替えする高濃度アルコール製品開発への想い
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「新型コロナウイルスの感染予防」の為に、
マスクとアルコール消毒液をお届けしました。
2020年４月16日、新型コロナウイルスの感染拡大により、都市部を対象に緊急事態宣
言が出されました。いわて電力では、この大変な時に何かできないかと考え、マスクとア
ルコール消毒液の無償配布に取り組みました。お届け先から感謝の言葉をいただけたこ
とが何よりも嬉しく、またそれは、日頃から社会貢献活動を支えていただいているお客
様のおかげです。ここに２つの取り組みをご報告します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 消毒用アルコールの配布 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

緊急事態宣言下、新型コロナウイルスの影響により、サージカルマスクを始め各種の衛生用品の不足が続いていまし
た。その中で、消毒用アルコールの不足も大きな問題となっており、医療機関を始め、療育や福祉施設、また在宅で
の医療的ケアを実施している患者世帯において、入手が困難な状況が続いていました。

厚生労働省の緩和措置（※）を受けて、地域の酒造会社で醸造用アルコールを転用した消毒に使える高アルコール酒
を製造できないか模索しておりましたところ、二戸市に本社を置く酒造会社、株式会社南部美人の久慈浩介社長が前
向きに検討して下さり、国税庁や消防署など関係する官庁と迅速に協議を進め、4月27日より製造を開始しました。

岩手県内で既に消毒用アルコールの不足が続いている状況を考慮し、迅速に配布するため、初回の生産分600本は
当社にて調達し、県内の希望する医療機関、療育施設、医療的ケア児・者など消毒用アルコールの必要性が高い施
設、個人を優先し、寄付させて頂きました。

※ 厚生労働省が醸造用アルコールを転用し製造された高アルコール酒のうち、アルコール濃度が60％以上のものについて、手指
消毒に使用することが可能であると製品に表記することを認める特例措置を通知しました。

配布対象 原則として以下に該当する施設または患者世帯を対象としました。

（施設）
・岩手県内にある医療機関（歯科、療育を含む）・医療的ケアが必要な児童・生徒を受け入れてい
る支援学校・訪問看護ステーション

（患者世帯）
岩手県内に在住で、在宅で感染のリスクが高い医療的ケア（人工呼吸器、吸引や経管栄養、どう
尿など）を行っている患者、難病患者、重度心身障害児・者の世帯。

配布アルコール 個人・福祉施設向け 南部美人アルコール65％ 300mL（高アルコール酒）2本まで
医療機関向け 南部美人アルコール77％　300mL（高アルコール酒）5本まで
施設は5本まで、患者世帯は2本まで１世帯当たり、サージカルマスク（不織布）50枚入り１箱を
配布しました。
※無償配布　合計600本
※今後は生産体制の充実をはかり、南部美人様のWebショップ等で販売される予定です。

《訪問看護ステーション様より》

この度、(株)南部美人さんが製造す
る消毒用アルコールをご寄付頂き、誠
にありがとうございます。当訪問看護
ステーションでも消毒用アルコール
が不足し、自分たちが患者さんの安
全を脅かしてしまうのではないかと不
安な日々を送っていました。これで安
心して難病の患者さんや、医療的ケ
アが必要なお子さんのところへ訪問
し看護が提供できます。御社の活動
に感謝の気持ちでいっぱいです。

《医療的ケア児・者ご家族様より》

先日は南部美人アルコールを支援していただき、本当に有難うございました。医
ケアのある重度障害者の母親です。コロナが流行り出して3ヶ月、手持ちのエタ
ノールがなくなる不安の中、買える所がなくて困っていました。経管栄養などの
医療ケアがあり、消毒用アルコールは必需品です。そんな中、貴社の迅速なご支
援に、分かってくれる方 も々いるのだと励まされる思いです。昨日手持ちが無くな
り、昨日から使用しています。普段のエタノールと変わりない使用感に満足して
います。県内の南部美人様で作ってくれている、ネットで定価で買えるのがとて
も嬉しい限りです。ほんとうにありがとうございました。それでは皆様、十分に健
康に留意してお過ごしください。 

Suppor ted by
Iwate Electr ic Power

《医療的ケア児・者ご家族様より》

ありがとうございます。家族
が難病指定されておりま
す。通院時などに利用した
いです。

《特別養護老人ホーム職員の方より》

この度は世界中で貴重品になっており
ますマスクを当施設入所者様のため
にご寄贈頂きありがとうございました。
思いがけない贈り物大切に使用致しま
す。世界中まだまだ緊張の日々が続きま
すが、お互いに無事を祈り合いたいも
のです。御社の皆様もくれぐれもお身
体を大切におすごし下さい。

《医療的ケア児・者ご家族様より》

医ケア児を育てています。マスクが全
く手に入らず、手作りなどで凌いで居
ましたが、今回このような配布がある
と聞き、申し込ませて頂きました。本
当にありがたいです。障害児者の在
宅生活に親身になって下さる気持
ち、本当に感謝です。ご厚意に感謝の
気持ちで、いっぱいです。

＊＊＊ 医療的ケア児・者へのマスクの配布 ＊＊＊
新型コロナウイルスの感染拡大により、都市部を対象に緊急事態宣言が出されま
した。いわて電力では、従来から電力料金を活用した社会貢献活動の一環とし
て、医療的ケア児の支援・啓発活動を行ってきたこともあり、今回の新型コロナウ
イルスの影響を考慮し、岩手県内の医療的ケア児・者を対象にマスクの配布を行
いました。

配布対象 原則として以下を全て満たす世帯を対象としました。
①岩手県内の居住者
②在宅で感染のリスクが高い医療的ケア（人工呼吸器、吸
引や経管栄養、どう尿など）を受けている患者または難病患
者の世帯
③通院時にマスクを必要としており、入手が困難な世帯

配布マスク １世帯当たり、サージカルマスク（不織布）50枚入り１箱を
配布しました。
※無償配布　合計5000枚（100世帯）
（マスクは当社のグループ会社である北良株式会社の災害用備蓄
品から供給しました。）

医療機関向け
南部美人
アルコール77％　
300mL
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