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特定非営利活動法人都市生活コミュニティセンター
第 9回通常総会開催

　6 月 19 日に西宮市市民交流セン

ターで都市生活コミュニティセンター

（以下、TCC）第 9 回通常総会が行われ

ました。正会員総数 40 のうち 34 名

が出席しました（書面議決・委任含む）。

審議は以下の 3 つの議案について行わ

れ、全ての議案が可決承認されました。

◆第9回通常総会議案
第 1 号議案 2009 年度事業報告および

収支決算

第 2 号議案 2010 年度事業計画および

収支予算

第 3 号議案 役員補選の件

◆ 2010 年度計画のあらまし

　介護保険制度の改定を受け、2006

年・2007 年と法人創設以来の赤字決

算を計上、この 3 年間は経営危機に迫

られて事業の再構築を行いました。厳

しいコスト管理や事業選択、ソーシャ

ルコート神戸北の施設管理受託などの

経営努力を重ね、2008 年・2009 年と

2 年続けて黒字を出すことができまし

た。これからは改めて「市民による支

え合い・助け合いの地域社会を実現」

するために、どんな事業を行うか考え

る時期に来ています。2009 年度の下

半期は「介護保険事業」「施設管理事

業」「ボランティア部門」のそれぞれで、

今後 3 年間を見据えた中期計画を話

し合いました。

　介護保険事業では、「ディサービス

等他の事業も展開したい」「訪問介護

事業の足元を固めたい」の 2 つの意見

がありました。しかし話し合いの中で

は新たな事業を具体化するには至りま

せんでした。将来の夢を描くより目前

の厳しい現実に向かい合うことを優先

せざるを得なかった経緯があります。

2010 年度は事業所の足場固めと体力

強化を図りながら、並行して訪問介護

の次のステップの検討を続けます。

　施設管理事業は、ソーシャルコート

神戸北運営の受託開始から 2 年が経

過。2010 年度は入居率を常時 8 割以

上で維持することを目標に、安定した

運営に努めます。

　ボランティア部門は、現場で活動す

るメンバーが同じ顔ぶれに留まってい

ました。2010 年度はボランティア養

成講座やセミナーを積極的に開催し、

参加するメンバーと活動の種類を増や

していくことを目指します。

◆質疑と茶話会の意見から
　総会の質疑、総会後の茶話会で、

TCC の在り方について参加者の皆さん

から活発なご意見を頂きました。

　会員に対しての情報提供は、これま

で月刊の「News」で行ってきましたが、

活動報告が中心で、企画の案内は都市

生活の配達便のチラシに頼っていまし

た。昨夏の佐用町水害でのボランティ

ア募集の際は会員の皆様に FAX をお

送りしましたが、今後は電子メールを

利用した情報発信の仕組みを整え、よ

り多くの情報を提供していきます。

　TCC の会員拡大も話題に上がり、

「News」の配布対象を広げる等の案も

頂きました。広報と活動内容の両方が

充実してこそ、自信を持って拡大出来

ます。パソコン教室開催等、具体的な

企画の提案もあり、センター活動会議

で検討して、会員が参加できる催しを

増やしていきたいと考えています。

　過去 3 年間は財政危機に伴う組織

の立て直しが最優先で、この間やむを

得ず外との関わりを絞った面もありま

す。とはいえ、支え合いの地域社会を

つくっていくための TCC、人のつなが

り、絆を広げて、楽しく面白い活動を

展開していきたいと思います。

　スタッフ一同一層奮闘していきます

ので、会員の皆さんの知恵と力の具体

的なご協力をお願い致します。

（TCC 事務局長・福田和昭）

第 2号議案の採決のようす

特別企画のミュージックセラピー
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垂水今、難しいと思い悩んで

いる事があります、それ

は「常識・非常識」です。人によって

尺度が違う!と痛感させられています。

利用者様はもちろん、ヘルパーの間に

もです。「私の思う常識」は「あなた

の思う非常識」にもなりうるのです。

一人の利用者様の援助に数名が関わる

Report

　さすがに出石町は涼しかったです。

5 月 29 日、年に一度の日野辺区大運

動会。今回は 1 泊 2 日。前日は地区

公民館で地域の方々と話しをする機会

を持ちました。水害当時の事で初めて

聞く話もあり、とてもよかったです。

どんな話 ? と思われた方、来年行こう

ではありませんか !

　当日は涼しい風も吹き、過ごしやす

い日和となりました。TCC の 4 人は、

同じグループに入り、4 グループ中 3

位と貢献しました ! …ク～ひとつぶの

涙がポロリ。地域には 101 才の方が

おられると聞き、会えるのを楽しみに

していましたが、この日は会えなくて

残念でした。でも今でも畑仕事をして

いるという 94 才の方がすぐそばにお

られ元気な姿にびっくり。〈あいたくて

都市生活〉にも作られた野菜を毎年出

しているそうです。94 才で毎日畑仕

事……なんと素晴らしい事でしょう。

　この土地や水、空気そして人が、人

　今年もトライやる・ウィークの指導

ボランティアとして 6 月 2 日に神戸

市立港島中学 2 年生女子 4 人を『す

まいる』で受け入れました。

　まずオリエンテーションで震災の救

援活動が復興住宅でのふれあい喫茶の

活動に変わった経過を話しました。今

年14歳の子たちは震災後の生まれで、

自分自身が語り部として伝えました。

次に喫茶へのお誘いに中学生とスタッ

フが 2 人一組で常連の高齢者のお宅を

戸別に訪問しました。そして今年初め

ての試みで、車椅子体験実習を行いま

した。2 人一組で押す側・押される側

の両方を知ってもらいます。HAT 脇

の浜はほとんどがバリアフリーで、段

差も探し回っての体験となり、また大

きな交差点の信号も渡るなど色々な場

面を想定しての実習となりました。

　さていよいよ本番の喫茶。準備から

始まって喫茶での諸注意をし、受付・

ウエイトレス・キッチンを交代で体験。

また「大正琴でみんなで歌いましょう

~」の企画参加して下さったお客様を

中心に中学生にも飛び入りで『翼を下

さい』を会場の全員で歌い喜ばれまし

た。最後のミ―ティングでは、中学 2

年生の素直さに触れられた事にお礼を

言い、この貴重な体験を一人ひとりこ

れからの生き方にしっかり活かして欲

しいことを伝え終了となりました。

　今年の中学生に触れて思った事は、

家庭教育の大切さ。挨拶から返事・ま

た自分から動くことの出来る子を愛し

んでしっかりと躾をされているご家庭

が見えるようでした。

■トライやる・ウィークとは

　兵庫県内の中学 2 年生が 1 週間の

職場体験などを行い、地域について学

び「生きる力」を育むことを目的とし

ています。

（ふれあい喫茶すまいる・岡部眞紀子）

しょうか。駅・役所・店舗等々に「設置」

の張り紙があり、実物はどこだろうと

探したりしています。心肺蘇生の講習

も、以前受けたときと違い、胸骨圧迫

の位置確認が判りやすく、人口呼吸も

ですが、それより胸骨圧迫がより必要

とのこと。AED も音声での誘導があ

り、安心できます。緊急時には、あわ

てず対応できるように、武庫之荘では

講習しています。

（あしすと武庫之荘・立川マチ子）

すまいるでトライやる
at ふれあい喫茶すまいる

日野辺区大運動会
豊岡市出石町日野辺区との交流

場合にもその違いで悩まされます。ど

こから切っても「金太郎アメ」でなく

てはならないはずの援助がヘルパー

によって変わってしまったりするので

す。自分の尺度を押しつけず、耳を傾

け、日々の援助に望まなければ……。

（あ・し・す・と・廣瀬久美子）

武庫之荘最近 人の集ま

る場所に「AED」

の設置をよく見かけます。自分も講習

を受けたことで気をつけて見るので

の生きる力を育んでいるんやと強く感

じました。目の前の円山川には鮎はも

ちろん、秋には鮭が産卵のため上って

くるそうです。数は少ないけれど蛍も

飛びかい、しばらくはこの地域の人た

ちの目を楽しませてくれることでしょ

う。運がよければコウノトリを見る事

もあるそうです。働く所が少ないため、

仕方なくこの土地を離れる若者が増え

ています。たとえ年に一度でもこの運

動会に参加するために帰ってきてくれ

たらなあと思います。最後に、市営住

宅は必見ですぞ ! 

（TCC 正会員・吉岡裕子）

　2004 年 10 月の水害で、TCC では
出石町日野辺区にボランティアバスを派
遣し、きらりからのカンパをお渡ししま
した。それから毎年、春の区の運動会に
TCCが遠征し、秋の「あいたくて都市生
活」に出石の方々が参加する交流が続い
ています。出石の人々にとって、私たち
とのつながりが、災害を伝承するきっか
けにもなっているそうです。今回参加さ
れた吉岡さんのレポートを紹介します。


