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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 10 回通常総会開催

　6 月 26 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 10 回通常総会が行われ

ました。正会員総数 39 のうち 35 名

が出席しました（書面議決・委任含む）。

審議は以下の 4 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10回通常総会議案
第 1 号議案 2010 年度事業報告および

収支決算

第 2 号議案 2011 年度事業計画および

収支予算

第 3 号議案 定款の一部改訂の件

第 4 号議案 理事の選任の件

　定款改訂では理事会機能の強化のた

め、理事の増員と副理事長職の新設を

定めました。また今期は役員の改選期

で、理事と監事の選任を行いました。

◆ 2011 年度計画のあらまし

◎介護保険事業
　訪問介護事業のサービス提供時間数

は、2006 年度に制度改定をうけた落

ち込みの後、ソーシャルコート神戸北

の運営を受託した効果で、2010 年度

の利用時間はピーク時の 97% まで回

復しました。一方、「あ・し・す・と」

「あしすと武庫之荘」の減少傾向が続

いています。「あ・し・す・と」は、

近隣居宅介護支援事業所の連携を強め

て新規利用者の獲得を図ると共に、メ

ンバーの資格取得や研修を通じて、事

業所の基盤強化を図っていきます。「あ

しすと武庫之荘」の訪問介護では、地

域住民や医療機関等へ情宣を行い、利

用拡大を目指します。居宅介護支援で

は、それぞれの地域に根ざした活動を

広げ、事業の発展を目指します。

　ヘルパーステーションあしすとの開

設から 10 年を迎え、事業に関わるメ

ンバーからは、自分たちの将来をも見

据え、訪問介護以外のサービスへの関

心も湧いてきました。今年度は将来を

見据えて、暮らし方や住まい方の研究

会も行っていきます。

◎施設管理事業
　2011 年度はソーシャルコート神戸

北の 8 割台の入居率を維持しつつ、9

割までの向上を目標とします。45 人

入居時を想定して、サービス内容の向

上とそれを可能にする体制を強化して

いくと共に、法制度の改定に備えてい

きます。

◎ボランティア部門
　「参加する人を増やす」「活動の幅を

広げる」をテーマに、ボランティア養

成講座や社会的課題を扱うセミナーを

開講していきます。2011 年度は特に、

災害救援をテーマにした講座を開講し、

災害時の対応チーム結成を目指します。

社会的課題を扱うセミナーは、課題を

掘り起こすことで、将来的な活動に発

展していくことを狙っています。また、

今年度も福祉部門と連動して、介護保

険をテーマにしたセミナーを行います。

　3 月 11 日に発生した東日本大震災

の救援活動も引き続き取り組んでいき

ます。被災地 NGO 恊働センターやボ

ランティア山形などこれまで協力して

きた団体と連携しながら、生活クラブ

都市生活の組合員と共に、被災地の支

援を行っていきます。

（TCC 事務局長・福田和昭）

総会後の特別企画では、井上肇さん（ボラン
ティア山形）、綾部誠さん（山形大学准教授）、
岡本千明さん（被災地NGO恊働センター）
を招いて、東日本大震災の救援活動の報告と
今後について話し合いました。
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2011 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生活クラブ都市生活組合

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。
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垂水ずっと元気で飛び回って

遊んでアクティブに行動

していた母。今年 78 歳になりますが、

とうとう膝が痛くなり歩きにくくなり

ました。色々な病院でドクターのおっ

しゃる事が違い、落ち込んだりしてい

ましたが、今は接骨院に通っています。

随分前から同居の話を持ちかけていま

すが、自由にしたいとの事で却下、し

かし弱ってきたら…と思うと、仕事と

介護の両立が出来るのかな ? と不安に

なります。強情を張らずに同居してく

Report
の介助、ベットからの起き上がりをデ

モンストレーション。次に参加者が交

互に体験しました。「できること・で

きないこと」を少し手助け、自力を生

かしながらの介助。普段の自分の動き

の一つ一つ観察する。参加者からは、

「見たり聞いたりしているのと違い、

実際に体験することで 負担かけずに

できるということが、体験できてよ

かった」と言っていただきました。私

たちも勉強してきたことが披露できた

こと、みなさんの笑顔にほっとしつつ、

次への一歩を楽しみに終えました。あ

りがとうございました。

（あしすと武庫之荘・立川マチ子）

れれば少しは安心なのですが…。実の

娘でも同居・そして介護は、悩ましい

問題が山積です。これが嫁姑となると

もっと大変なんだろうな～、利用者様

もよくおっしゃっているな…、とつく

づく考えさせられた今日この頃です。

（あ・し・す・と・廣瀬久美子）

武庫之荘武庫之荘の地域

の方々に招かれ

て、《体にやさしい介護の極意》の介

護教室を開催しました。▽着替え▽

ベット、椅子を使っての介助等▽ベッ

トから起きあがるときの介助▽椅子

でずり落ちそうになっているときの介

助。はじめはスタッフが着替え、椅子

　今を去ること 6 年前、 2004 年 10 月

の水害で、TCC では出石町日野辺区に

ボランティアを派遣しました。それが

縁となって、春の日野辺区の運動会に

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は、

日野辺区大運動会
豊岡市出石町日野辺区との交流

お詫びと訂正：89 号（6 月号）の「ミュージックセラピーグループハーモニー総会」の記事の著者を「ハーモニー・加藤祐子」

と記しましたが、「ハーモニー・岡部眞紀子」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。ご迷惑おかけいたしました。

まけないぞうタオル
阪神・淡路の想い、届け東北へ

　TCC は被災地 NGO 恊働センターと

連携して東日本大震災の支援活動を

行っています。

　恊働センターが取り組んでいる活動

に「まけないぞう」づくりがあります。

被災者の生きがい・仕事づくりとし

て、ぞうさん形のおてふきタオルをつ

くっているものです（下写真＝恊働セ

ンター提供）。一つ 400 円で販売され、

うち 100 円が作り手の収入になりま

す。岩手県や、県外避難者のいる山形、

栃木などで制作が始まっています。

　材料のタオルは寄付で集めていま

す。恊働センターの呼びかけを受け、

生活クラブ都市生活は 6 月にタオル

集めに取り組みました。

　6 月 13 日の週の配達便を利用して、

組合員からタイルを回収しました。集

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。

　今年の運動会は 6 月 5 日。TCC か

らは老若男女 12 人が参加し、マイク

ロバスで出石に出かけました。

　運動会は、隣保 ( こちらの自治会の

班に相当 ) ごとの地区対抗。青年団の

方が裏方役、食事の準備は婦人会のみ

なさん、競技には参加しないご年配の

方々も、ブルーシートを敷いた客席か

ら楽しげに熱い声援を送っています。

TCC からの参加者は、隣保に混じって

一緒に競技に参加（下写真）。はりき

りすぎて翌日筋肉痛になった人も……

　水害の時、あるいは「あいたくて」

の会場で見知った方々と旧交を温め、

また東日本大震災での TCC の活動の

様子も話題に上りました。

　久方ぶりに出石を訪ねた参加者は、

すっかりきれいになった日野辺区の様

子に目をみはっていました。

まったタオルは、本部センター・名谷

センター合わせて段ボール 16 箱・約

1,000 本にのぼりました。

　集まったタオルは 6 月 24 日にプロ

ジェクトに協力している TPO ディス

プレイズジャパン（神戸市西区）の倉

庫に搬入しました（上写真）。このタ

オルは順次、東北の被災地へ向けて発

送されます。都市生活から旅立ったタ

オルが、「まけないぞう」になって戻っ

てくる日も近いかもしれません。


