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　6月 20 日（土）、西宮市立勤労会館において、第 8回通常総

会が開催されました。

　正会員総数 39 名のうち 30 名が出席し（委任・書面出席 11

名）、総会は無事に成立しました。

　司会の小副川久代さんが開会を宣言し、佐々木京子理事長が

挨拶を行いました。議長には川渕克枝さん、議事録署名人には

高橋美智子さんと佐々木京子さんが選出され、書記には吉田英

津子さんが指名されました。審議は右上の 4つの議案を巡っ

て行われ、全ての議案が可決承認されました。

　2008 年度の事業収支差額は、233 万円の黒字決算となりま

した。2006 年に行われた介護保険制度の改定の影響で、2006

～ 07 年にかけては 2年連続の赤字決算でした。この間、厳し

い支出削減を続ける一方、2008 年度はソーシャルコート神戸

北（適合高齢者専用賃貸住宅・神戸市北区）の管理運営業務を

受託するなど福祉事業の新展開をはかり、一定の成果を上げる

ことができたと言えます。

　2009 年度は活動の基盤をより強固なものとし、その上でこ

【速報】 特定非営利活動法人都市生活コミュニティセンター第8回通常総会

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。

第 8回通常総会議案
第 1号議案 2008 年度事業報告及び収支決算承認の件

第 2号議案 2009 年度事業計画および収支予算決定の件

第 3号議案 定款一部変更の件

第 4号議案 役員の選任の件

2009 年度事業計画の概要
（1）本センター全体の基盤としての介護事業を安定化

させ、市民が担う地域福祉事業を推進します。

（2）市民が担う地域活動・事業の担い手を養成し、活

躍の場をひろめます。

（3）阪神・淡路大震災からの生活復興支援の活動を継

続して行います。

（4）NPO・NGO、地縁団体、自治体などとの連携と交

流を深めます。

（5）内外の自然災害等に対して、他の団体・個人と連

携して支援を行います。

（6）被災者生活再建支援法の改正を焦点に災害復興制

度の推進と研究・提言を進めます。

（7）積み木ワールドの開催など、子育て支援活動の取

り組みを発展させます。

（8）非営利活動団体等のホームページの制作、更新な

どに協力します。

（9）本センターのニュースレター「News」を月 1回発

行し、ホームページを充実させます。

れまでの活動をさら

に発展させるため、

みなさんの一層のご

参加とご支援をお願

い致します。

（事務局長・福田和

昭）



ワーカーズコレクティブ
都市生活ヘルパーステーション
あしすと総会

　6 月 14 日（日）午前 10 時から西

宮勤労会館にて、第一回都市生活ヘル

パーステーションあしすと垂水と武庫

之荘の初めての合同総会を執り行いま

した。同じ都市生活コミュニティセン

ターから生まれた訪問介護事業所であ

り、地域の福祉を担う同志として思い

を確めた一日でした。昨年度の報告事

項、今年度の活動方針、事業計画案と

もに可決、了承して、第一部は無事に

終わりました。今の豊かな日本を支え

てきて下さった方たちを今度は私たち

が支えずしてどうなるのでしょうか。

ますます厳しくなる介護保険制度の中

でも、利用者様が自分の生き方を自己

決定、自己実現出来るようにお手伝い

するよう努めていきたいと思います。

　第二部は恒例のグループ研修発表

会でした。5つの班がそれぞれテーマ

を決めて一年間にわたり勉強した成果

を総会の場で披露するのですが、やは

り利用者様宅でヘルパーがぶつかる問

題、料理、コミュニケーション技術が

主なテーマになりました。皆、吉本顔

負けの演技で拍手喝采でした。来年は

垂水のグループも頑張って研修結果を

発表してくれるでしょう。楽しみです。

その後、美味しいお寿司とヘルパー自

慢の手料理で楽しい交流会になって良

かったです。

　最後に、今年度は廣瀬、立川を中心

に、皆が共に力を合わせて事業所の発

展を目指していく所存です。どうぞ宜

しくお願い致します。

（W.Co. あしすと武庫之荘代表 松本教子）

　ハーモニーのミュージックセラピー

活動は、08 年度は 273 箇所、6757 名

の方を対象に高齢者施設などで実践を

行いました。その数は阪神淡路大震災

で犠牲になられた方の数とほぼ同数で

す。グループ結成から 11 年目を迎え

た梅雨の晴れ間の中、出席 32 名 / 委

任状 20 名（会員総数 55 人）の参加

で総会は開催されました。和やかな進

行のもと、全ての議案は質疑応答の後

に承認されました。

　2009 年度の年間テーマは「ハーモ

ニーのコミュニティ再構築 II」。計画

案の柱は 4つあり 1. 普及と研鑽。普

及（養成講座によりミュージックセラ

ピーを広める）と研鑽（一人一人の研

修や技量を深める）①養成講座の新カ

リキュラムによる再開講 ②例会の充

実 ③通信 ④交流セッション 2. 組織の

維持発展（10 年後のハーモニーを見

据えてあたらしい委員を育てる） ①講

師団の設立 : 養成講座や学習会の講師

やファシリテータをつとめる人材を登

録していく 2 次世代の組織の担い手

や、一緒に活動する仲間を自分たちで

育てていく 3. 運営方法の見直し : 運営

委員会と養成講座を分離する 4. 部局

を再編 ①研修部（学習会担当 / 養成

講座担当）②広報部 ③総務部（財務

局 /事務局）の 3部 5局と改変します。

さらなる 10 年後の発展を目指して会

員一人ひとりの協力のもと、地域ボラ

ンティア活動と共に次世代への後継者

育成を行っていきたいと思います。

（ハーモニー代表 梶田美奈子）

ミュージックセラピーグループ

ハーモニー総会

【おしらせ】前号のNEWSで募集を行った出石町日野辺地区運動会は新型インフルエンザの影響で中止になりました。秋の「あいたくて都市
生活」でお会いできることを楽しみにしています。

　6月 10 日、今年もボランティアグ

ループ「すまいる」で「トライやる・

ウィーク」の港島中学 2年生 6人（女

子 3人・男子 3人）を受け入れました。

　メンバーが引率しながら、電車を乗

り継ぎ HAT 神戸脇の浜住宅（神戸市

灘区）へ到着。震災がきっかけで誕生

した「すまいる」の経緯などオリエン

テーションを行いました。さて、いよ

いよ4班にわかれて喫茶へのお誘いの

ため常連のお客様のお宅まで訪問しに

いざ出発 !  中学生にお誘いの言葉をか

けてもらいました。その後喫茶会場の

向かいの特別養護老人ホームを見学さ

せて頂きました。高齢者の食事を体験

するために昼食を試食、ミキサー食な

ど通常では出来ない経験もしました。

　いよいよ1時から喫茶開店の準備で

す。会場を喫茶店のように設営した後、

お客様を迎えるに当たっての諸注意を

伝え、受付・ウェイトレス（ウェイター）

での接客・洗い場の各分野を体験して

もらいました。その後ティータイムを

楽しんでから後片付け、終わりの会を

終えて夕方 5時三宮で解散しました。

　年に1回のトライやる・ウィークは、

中学 2 年生と大人たちが身近で交流

できる貴重な時間だと言えます。今の

中学 2 年生に直に接すれば一人一人

素直な良い子ばかりです。大人は今時

の中学 2 年生を、中学 2 年生は大人

社会を知ることが出来る、相互理解の

チャンスなので、これからも出来る限

り受け入れていこうと思っています。

（すまいる代表 岡部眞紀子）

ボランティアグループ「すまいる」
トライやる・ウィーク
受け入れ


