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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 13 回通常総会開催

　6 月 21 日に兵庫県民会館で都市生

活コミュニティセンター（以下、TCC）

第 13 回通常総会を開催しました。正

会員総数 36 名のうち 32 名が出席し

ました（書面議決含む）。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 13 回通常総会議案

第 1 号議案　2013 年度事業報告及び

活動計算承認の件

第 2 号議案　2014 年度事業計画及び

活動予算決定の件

第 3 号議案　定款一部変更の件

第 4 号議案　理事の改選の件

　定款変更は特定非営利活動促進法お

よび障害者総合支援法（旧：障害者自

立支援法）の改定に伴い、定款の文言

を改めたものです。

◆ 2014 年度計画のあらまし

　福祉事業部門では法人設立当初、訪

問介護・居宅介護支援事業を立ち上げ

た後、2008 年よりソーシャルコート

神戸北の運営を受託、介護保険サービ

スと相互補完する体制を整えてきまし

た。今年度も訪問介護と施設管理の 2

本柱を維持していきます。

◎介護保険事業
　介護保険事業は 2013 年 4 月に新事

業所「あしすと神戸北」を開設しまし

た。訪問介護事業のサービス提供時

間の合計は 17,800 時間で前年度から

1,600 時間増加、利用高は 380 万円増

加し、6,983 万円となりました。

入居者確保に貢献する管理事業を目指

し、入居率 97% 以上を維持しました。

これからも入居者の方々へのトータル

なサービス提供を行い、引き続き安定

化に努めます。

◎ボランティア部門
　ボランティア部門では、地域でのボ

ランティアの取り組みとして、「ふれあ

い喫茶」「ミュージックセラピー」の活

動を継続します。

　2013 年度の「熟年セミナー」は講演

会形式で 4 回開催し、いずれも参加者

の好評を得ました。2014 年度も社会的

課題に関する学習会・講習会として開

催していきます。

　セルフケアの活動の取り組みを進め

ます。健康体操教室「シャンシャンの

会」の活動を継続する一方、あしすと

事業所のメンバーや地域の都市生活の

組合員などとの密接なつながりを持ち、

住民参加型活動を進めていきます。

　引き続き、東日本大震災の被災地支

援活動を、生活クラブ都市生活・エス

コープ大阪の組合員とともに取り組み

ます。

◎ 2013 年度からの新たな取り組み
　2013 年度はサービス付き高齢者向け

住宅の実現に向けての「パンセプロジェ

クト」会議を行いました。諸般の事情

で計画は休止しましたが、この経験を

引き継いて 2014 年度は「地域福祉構

想プロジェクト」を設置し、今後取り

組むべき事業についての検討を進めて

いきます。

　認定 NPO 法人の要件を整え、2014

年度内の認定を目指します。

　阪神・淡路大震災から 20 年を迎え

るにあたっての取り組みを進めます。

◎都市生活コミュニティセンター役員
　役員の改選では小玉智子氏が理事を

退任し、島村美稲氏を新たに理事に迎

えました。

▼2014年度役員
理事長：林 佳子、副理事長：佐々木 京

子、理事：池田 啓一、石川 雅可年、岡

部 眞紀子、島村 美稲、角田 学、福田 

和昭、松井 初代、監事：井上 肇、王隠

堂 政見

（TCC 事務局長・福田和昭）

　2014 年 度 も 従 来 ど お り、

介護福祉士、居宅介護支援専

門員の資格取得をすすめ、地

域の関連団体との連携をはか

り、より強固な運営基盤を構

築します。

◎施設管理事業
　7 年目に入ったサービス付

き高齢者向け住宅「ソーシャ

ルコート神戸北」運営事業は、
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　2011 年 6 月にスタートした「青空

市」を訪れたのは、今回で 4 度目に

なります。この「青空市」は、生活ク

ラブふくしま生協による支援活動の一

環として、買い物の不便さの解消・仮

設住宅内のコミュニティ作り・引きこ

もりがちな高齢者への交流の場の提供

といった目的で行われてきました。関

西からも、私たちが日ごろ共同購入し

ている消費材を納品して支援を続けて

きました。中でも淡路島の玉ねぎや豊

共園の柑橘類は人気が有りました。ち

なみに、このように青空市に納品して

きた消費材は、組合員カンパで生産者

から買い取り、送り続けることができ

たのです。

　初めて訪れた時、「関西から来ました！」

銘を受けたことは忘れられません。

　生協の配達トラックが仮設住宅に着

き、荷物を出すのも待ちきれず「卵を

待っていた！イカを待っていた！」と

大勢で賑っていた青空市も、災害復興

公営住宅等に転居して住民が少なく

なっていました。そのような状況の変

化を背景に、青空市の役割は終了した

との判断から今回のファイナルとなっ

たのです。とはいえ、3 年間この仮設

住宅で共に暮らしてきた人達が離れ離

れになってしまい、寂しい想いをされ

ているのではないかと心配です。「い

つまでもここに居るわけにはいかない

からね…」と言っておられた住民の表

情が目に焼き付いています。20 年前

の神戸でも、仮設住宅を離れたのち新

しい生活に馴染めない高齢者の方がた

くさんいらっしゃいました。

　今回初めて、震災の時の状況・体験

を聞かせていただく機会がありまし

た。あまりの凄さに胸を締め付けられ

る想いでお聞きしましたが、3 年経っ

てやっと当時の事を口に出せるように

なったのだと痛感しました。これから

は、新地町の組合員を含めた住民の皆

さんによる、「仮設」ではなく「恒久」

の地域コミュニティ作りが重要な課題

だとお聞きしました。私たちも遠く関

西から、出来得る限りの応援をしてい

きたいという想いを強くして福島を後

にしました。

（都市生活コミュニティセンター理事

長・林佳子）

生活クラブふくしま「青空市ファイナル」に参加して
福島県新地町・小川仮設住宅の青空市が幕を閉じました

と言う私達に「阪

神・淡路大震災は

大 変 だ っ た ね！」

と反対に慰められ、

大 き な 災 害 が 起

こって家も失った

方達がこの仮設住

宅で頑張っておら

れることに深く感

 熟年セミナー「老いの質を高める」
国立長寿医療研究センター研究所長 鈴木隆雄氏講演会

　6 月 19 日、総会の特別企画として熟

年セミナーを開講しました。講師は国立

長寿医療研究センター研究所長の鈴木隆

雄先生。今年 2 月の熟年セミナーが好評

で、再度の登壇をお願いしました。前回

と同じテーマながら、今回は認知

症とその予防に焦点を絞った内容

となりました。

　講演の中では、認知症予備軍（軽

度認知障害 =MCI）の段階であれば

ある程度の予防が有効であること

や、センターで開発した認知症予

防のトレーニング「コグニサイズ」

の紹介、またビタミン D の欠乏による

くる病が増えていることなどが紹介され

ました。

　会場いっぱいの 97 名の参加者が熱心

に耳を傾けました。

身体介護勉強会
あしすと武庫之荘主催

　あしすと武庫之荘では、介護に携わ

る人々を対象とした「身体介護勉強

会」を今年も年 4 回開催していきます。

今年度の初回は 6 月 22 日に開催。人

の立ち上がりや動きの観察と、普段自

分たちがどう動いているかを考えなが

ら実習をしました。


