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2 年間の歩み

　都市生活コミュニティセンター

（TCC）がソーシャルコート神戸北の

運営を正式に始めてから、はや 2 年

が経とうとしています。

　昨年の 4 月からは、食堂の運営も

引き受けることになり、生活のトータ

ルサポートを開始してから丸一年が経

過しました。この間、生協都市生活の

食材の導入率も半分を大きく超えるよ

うになりました。

　また、この一年間に入居率も大幅に

向上し、ピーク時には 84% に達して

います。サービスを担うスタッフの数

も増え、この 4 月末現在で、常勤 6 名、

パート 19 名、アルバイト 2 名、登録

ヘルパー 2 名、計 29 名が勤務してい

ます。ちなみに、TCC 全体の事業規模

も 09 年度ははじめて 1 億円を突破し

ました。

「個性」を尊重する難しさ

　この 2 年間を振り返って痛切に感

じることは、「個性」を尊重すること

の難しさです。

　ここでいう個性というのは、好みや

クセ、あるいは単なる性格の違いにと

どまりません。その人が抱えている病

気やケガなどの心身状況、家族関係、

職歴や学歴、経済状況などなど、要す

るに人生そのもののことだといっても

よいでしょう。ある人にとっては元気

に外出してショッピングや娯楽を楽し

むことが何よりの生きがいであり、別

の人にとっては末期がんの痛みをいか

に軽減するかが最優先の問題であるか

もしれません。さらに、個性があるの

はスタッフ側も同じです。

　こうした個性と個性とが同じ屋根の

下で、ある時は支え合い、またある時

はすれ違い、さらにまたある時はぶつ

かり合い、日夜、ドラマが繰り広げら

れています。入居者もスタッフも、感性

と理性をもつれさせながら、なんとか

日々の暮らしの中で平常心（平常身 ?）

を保とう（保つためのサポートに努め

よう）と一生懸命がんばっています。

淘汰の時代を迎える中で

　2010 年 5 月から国の制度が変わっ

て、高齢者専用賃貸住宅を名乗るため

のハードルが高くなります。ソーシャ

ルコート神戸北については影響はあり

ませんが、登場人物が「こう・せん・

ちん」と叫ぶコマーシャル放送なども
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2009 年度☆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。

始まり、高齢者居住福祉事業は早くも

淘汰の時代を迎えることになりそうで

す。そうした中、入居者とその家族と

が、ゆったりと落ち着いた日常生活を

営んでいただけるようにサービスの質

を一層高めて行く必要があることは言

うまでもありません。ソーシャルコー

ト神戸北のスタッフを始め、TCC 一丸

となって頑張ってまいりますので、こ

れからもより一層のご支援をお願い申

し上げます。

（ソーシャルコート神戸北管理責任者

池田啓一）

3 月度のお誕生日会。 毎月、保育園児との合
同開催をしていて、とっても賑やかです。 

高齢者専用賃貸住宅
ソーシャルコート神戸北の 2年間
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　4 月 8 日、その日だけはお日様ぽか

ぽかの晴天に恵まれたお花見日和でし

た。車 3 台でのピストン運転で〔し

あわせの村〕へお花見に出かけました。

　1 便出発後は 2 便の方々はソーシャ

ルコートにてカラオケでお花見予行演

習 ? をされ、村に到着した 1 便の皆さ

まは、お弁当広場からグループに分か

れ日本庭園などをゆっくり散策されま

した。広い村の中は満開の桜がいっ

ぱいで、芝生の緑とマッチし、花壇は

チューリップをはじめ数々の花で彩ら

れていました。

　「長い間神戸に住んでいたけどこん

なきれいなとこがあったんやね」「久

しぶりにお花見に連れて来てもらって

よかったわぁ」ととっても感激してく

ださり、同行したスッタフも桜色の気

持ちでした。後、2 便の方々と広場に

て合流し料理長お手製のお花見弁当に

舌鼓を打ちました。食後、記念撮影を

し、再度散策に出られる方、ひなたぼっ

こをされる方、お日様の下で皆さま思

い思いに過され、待ちに待った春を満

喫した一日でした。

（ソーシャルコート神戸北・松井秀子）

お花見
at ソーシャルコート神戸北

　1月12日のハイチ地震発生から3ヶ

月あまりが過ぎました。都市生活コ

ミュニティセンターが支援している

CODE のメキシコ人スタッフ、クワゥ

テモック氏は、現在も被災地レオガン

を拠点に活動しており、最近は周辺の

孤児院への訪問を行っています。建物

が倒壊してテントや簡易のシェルター

で活動している孤児院も多く、安全な

施設の再建が課題となっています。

　クワゥテモック氏は訪問先の孤児院

でニーズをヒアリングしたりお遊戯や

ゲームなどを行っていますが、直接ふ

れ合って遊ぶことで子どもが元気に

なっていっているようです。こうした

活動をさらにふくらませ、子どもが楽

しみながら学べる防災教育を広めてい

けるのではないかとも考えています。

　以下、クワゥテモック氏からのレ

ポートのです。

「グレシエからプティ・ゴアーブまで

の間（距離約 40km）に 26 の孤児院

があり、それらは皆重大なニーズを抱

えています。いずれも地震で被害を受

け、死者や負傷者が出たところもあり

ます。そこの子どもたちは、地震の前

と後、二度の被害者だと言えます。

　ハイチでは、人口（960 万人）の約

半数が 18 歳未満で、子どもは最も重

要なグループです。貧困と困窮の状況

を併せて考えると、孤児院の役割がよ

り良く理解できるでしょう。孤児院は

本当の孤児だけでなく社会的孤児、つ

まり両親がいるにもかかわらず、子ど

もを養うことができずに孤児院に捨て

られた子どもも世話していまです。だ

からこれほど多くの孤児院があり、重

要な役割を担っています。

　孤児院のいくつかは、色々な機関か

ら大きなサポートを受けていますが、

政府からの支援を受けているところ

はありません。孤児院が受けているサ

ポートは全て NGO からのものです。

　また、キャンプで子ども相手に活動

している人達に向けてセミナーを始め

ました。心理教育的なツールをもっと

使って、より良い活動ができるように

なるためです。3 日間行う予定で、こ

れまでのところ、とてもうまくいって

います。」

垂水最近の嬉しい出来事…こ

こ 1 年以上新しいヘル

パーの登録が無く、ヘルパー不足に拍

車がかかり、ハローワークの求人も反

応は無く、肩を落とすのみ。しかしこ

の春、新しいヘルパーさんが 4 名登

録！ 2名は都市生活の組合員で随分昔

の求人チラシを温めてくださり、子供

の手が離れたから、と。2名はソーシャ

ルコート神戸北のスタッフの紹介。い

ハイチ大地震
CODEからレポートが届きました

Report

つも会議で人の「縁」について熱く語

るのですが、又しても「縁」を感じ

ずにはいられませんでした。お一人は

69 歳ですがバイタリティーに溢れ「仕

事をさせて頂けるなんて、とても有難

いです」と言って頂きメンバー一同私

たちもまだまだ頑張るぞ ! と気持を新

たに意気込みました。

（あ・し・す・と・廣瀬久美子）

武庫之荘口腔ケアの大切

さについて研修

を行いました。◎歯磨きする事により

▽食べる（唾液が良くでて美味しく食

べられる）▽話す（口臭が少なくなり、

楽しく会話できる）▽笑う（表情が明る

くなる）◎感染予防（虫歯・歯周病）・口

腔機能の向上・社会性の維持。一日 1 回

は丁寧な歯磨きをする。歯石つきにく

い（歯垢）のうちに。歯間ブラシ・糸楊枝

を上手に使いましょう。イ . 歯ブラシ

の幅は人差し指。ロ .200g の力→一度

自分の力の入れ具合を計ろう。ハ . 歯

の 1 ～ 2 本づつを鉛筆もちで磨く。二 . 

先ずは横磨き、内側はたて磨き。

（あしすと武庫之荘・立川マチ子）


