
特定非営利活動法人
都市生活コミュニティセンター
〒 663-8231 西宮市津門西口町 7-3
tel 0798-36-6679 fax 0798-36-5114

2009年6月号

No.64

0

200

400

600

800

1000

0

10

20

30

40

50

60

70

武庫之荘
垂水

1197531

時間 人
利用時間数 利用者数

月

居宅介護支援
武庫之荘
垂水

1197531 月

　1995 年、阪神・淡路大震災直後の

被災地では経済価値では測れない「助

け合いと協働」の中で命をつなぐ市民

の姿を見ました。非常時ではあれ、人

としての本質をもとにしたボランタリ

ズムの織りなす社会の可能性を垣間

見た気がします。皮肉なことに、協同

組合運動を通して目指そうとしていた

「お互いさまの社会」が実感できた時

期でした。都市生活復興センターのお

手伝いとして救援活動に参加したこの

頃は、ガムシャラに動く中でコーディ

ネートの難しさを感じるとともに、幅

広い人々と接点を持つことができた貴

重な期間でした。私自身、この間の経

験はその後の生協活動を考える基本視

点となりました。

　地域社会の状況は震災以降も、違っ

たレベルで悪化し続けています。活動

を開始して 14 年、都市生活コミュニ

ティセンター（TCC）としてどの様な

活動を展開していく必要があるのか

を、市民の視点で組み立てなおす時期

に来ていると思っています。TCCとし

て行っている、高齢者や障害者の介護

サービスも震災復興の中から生まれた

活動も、根本的な理念は一致していま

す。それはサービスを提供する側も、

受ける側も人として対等の関係で向き

合い、理解しあえる関係を作ろうとし

ている事です。

　また TCC に集う「あしすと」のメ

ンバーや事務局も同じことです。利

益 (お金 )でつながった関係ではない、

人と人のつながりに価値観を見出すか

らこそ TCC に未来はあると思えます。

　人のつながりで言うとエスコープ大

阪が協力し、震災後に始まった市民講

座「ふれあい共生塾・ハングル講座」

には、のべ 600 名を超える人々が参

加しています。日韓の市民交流を推進

するネットワークとして、「ハンマダ

ン」( 日韓障害者の音楽交流 ) などを

裏方で支える存在となっています。

　人と人のつながりこそが「新しい運

動と明るい未来を創る」と信じて、も

う一歩進んでみましょう。

TCCについて思うこと
生活協同組合エスコープ大阪常務理事
都市生活コミュニティセンター理事

石川雅可年

2009 年☆介護保険事業報告

●現在、「あ・し・す・と ( 垂水 ) 」「あしすと武庫之荘 ( 尼

崎 )」の 2つの事業所を拠点に都市生活組合員が中心

となってヘルパー派遣事業、障害福祉サービス事業を

行っています。

●武庫之荘では居宅介護支援事業 ( ケアプラン ) も

行っています。

左写真 =2009 年 4
月、韓国で行われ
た「第五回ハンマダ
ン」参加者（年一回、
日本と韓国で交互開
催）。右写真=2009
年 1月、韓国イウ高
校学生とふれあい共
生塾の皆さんとの交
流（韓国の遊びや料
理をするなど交流を
されています）。



特定非営利活動法人都市生活コミュニティセンター

2009 年度総会
◆記念企画

14 時 15 分～ 14 時 45 分

 「生涯青春は心と身体の健康から」講師 : 笠原千津子氏
　・看護師

　 ・兵庫県教育委員会神戸地域教育推進委員

　・NGO日本モンゴル白樺協会会長

14 時 45 分～ 15 時 15 分

 「リフレッシュ体操」講師 : 富岡教子氏
　 ・レクリエーションインストラクター

　 ・全日本健康音楽研究会指導員

　・ミュージックセラピーグループ「ハーモニー」運営委員

日時：6月20日（土） 13:00～（12:30受付開始）
会場：西宮市立勤労会館 第 2会議室
　　西宮市松原町 2番 37 号 TEL 0798-34-1662
    (JR 西宮駅下車南へ徒歩 7分 )  
  ・議案審議 13 時～ 14 時
  ・記念企画 14 時 15 分～ 15 時 15 分
  ・交流会 15 時 15 分～ 16 時
その他：会員のみなさまには別途、案内を送付致します。

４月 29 日、神戸市中央区の「人

と防災未来センター」において

海外災害援助市民センター（CODE）

と国連地域開発センター防災計画兵庫

事務所共催の「四川大地震現地報告会

及び意見交換会」が開かれましたので

参加させていただきました。

報告のメインは、昨年 5 月 12 日

の地震発生の 3日後から現地に

スタッフを派遣し、被災者とともに瓦

礫の片づけ等をしながら 10 ヶ月にわ

たる被災地ニーズの調査を行った結

果、4月 13 日に現地自治政府との合

意書を締結することで決定した被災地

復興支援事業の発表でした。

その内容は被災地の四川省北川県

羌族自治県香泉郷の 12 ある村

のうちの 7 村に 1 箇所ずつ総合活動

センターを建設するというものです。

総合活動センターには診療所、村内放

送室、会議室、村民委員会事務室、家

族計画サービスステーション、文化活

動室の機能が備えられ、無医村の解消

に役立つとともに村コミュニティーの

再建に貢献できるとのことでした。総

予算は日本円で 4,000 万円で、都市生

活コミュニティセンターの呼びかけで

生協連合会きらり組合員等から寄せら

れた 210 万 500 円のカンパ金もその

一部として生かされます。

９万人の死者がでた災害から 1年

が経ちますが、今後とも折りに

触れ被災者の方々の生活再建の歩みに

関心を寄せて生きたいと思います。

海外災害援助市民センター・国連地域開発センター防災計画兵庫事務所共催

四川大地震現地報告会及び意見交換会
事務局員　松井一郎

　このたび、4月 1日より事務局長職

をお受けすることとなりました。

　私が都市生活コミュニティセンター

にご縁を頂いてから 3 年、震災後の

市民活動に関わり始めてから 12 年に

なります。

　震災後の救援ボランティアから出発

した被災地の市民活動は、その後、各々

の得意分野を活かした日常の活動と

なって展開していきました。今では福

祉や環境、国際交流や災害救援といっ

た様々な場面で、一定の役割と責任を

担うに至っています。市民活動もいよ

いよ内容が問われる時期に入って来た

と言えます。

　TCC は現在、組織運営において幾度

目かの転換期を迎えています。経済的

には厳しい状況が続いていますが、こ

の機会に活動の意味を今一度見直し、

TCCが社会の中でより責任を果たしう

る組織となるため、気持ちを新たに取

り組んでいきたいと思います。

事務局長就任の
ご挨拶

福田和昭

介護無料相談＆ヘルパー募集中（2級以上）
介護無料相談

　月～金・9：30 ～ 17：00

都市生活ヘルパーステーション
あしすと武庫之荘

06-6433-8487

介護無料相談
　火・13：30 ～ 17：00

都市生活ヘルパーステーション
あ・し・す・と（垂水）

078-755-1455

写真＝木造建築による住宅再建／ 2008 年 12月
19日・北川県、吉椿雅道さん撮影・CODE提供

　四川大地震
★被災地


