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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 15 回通常総会開催

　6 月 19 日（日）に神戸市灘区の六

甲道勤労市民センターで都市生活コ

ミュニティセンター（以下、TCC）第

15 回通常総会を開催しました。正会

員総数 39 名のうち 29 名が出席しま

した（書面議決含む）。審議は以下の 2

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 15 回通常総会議案

第 1 号議案　2015 年度事業報告及び

活動計算承認の件

第 2 号議案　2016 年度事業計画及び

活動予算決定の件

◆ 2015 年度会計報告

　2015 年度は 1,608 万円の欠損を出

し、8 期ぶりの赤字決算となりました。

　要因として、ソーシャルコート神戸

北の入居者数が減少したことに伴い、

あしすと神戸北・ソーシャルコート神

戸北施設管理事業で大幅な減収となっ

たこと。2015 年度介護報酬の改定の

影響で、訪問介護事業の単価が切り下

げられたことが挙げられます。2016

年度は財政面からも新規の事業展開を

進めていく必要があります。

　なお事業報告・会計報告につきま

し て は 都 市 生 活 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン

タ ー の ウ ェ ブ サ イ ト（http://www.

toshiseikatsu.net/npo/） に て 全 文 を

掲載しています。

◆ 2016 年度計画のあらまし

◎介護保険事業
　介護保険事業は、メンバーの資格取

得を進めた結果、3 つの事業所全てが

特定事業所加算の対象となりました。

　地域の医療・介護事業所や自治会な

どとの連携をはかり、より強固な運営

基盤を構築します。長期的な事業の継

続を見据えて新規メンバーの獲得に努

めます。

◎施設管理事業
　サービス付き高齢者向け住宅「ソー

シャルコート神戸北」運営事業につい

ては、2016 年 5 月末に委託者から時

期の契約更新を行わない旨の通告があ

りました。事業計画・予算に大幅な変

更がある場合は改めて総会に図る旨の

説明を行いました。

◎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」など

の活動を継続します。

　熟年セミナーは TCC の今後に資する

学習の機会として企画していきます。

　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。

◎パンセプロジェクト
　2017 年度初頭の開設を目指して、武

庫之荘地域でのサービス付き高齢者向

け住宅・小規模多機能型居宅介護事業

の準備を進めます。

◎将来事業の推進に関わる取り組み
　神戸北地区で「3 町プロジェクト（仮

称）」を設置し、地域の福祉サービスと

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。

◎都市生活コミュニティセンター役員
　今回は役員改選のない年で、引き続

き下記のメンバーが役員を担います。

▼2016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、角田 学、福田 和昭、松井 

初代、山下 尚子、監事：井上 肇、王隠

堂 政見

（TCC 事務局長・福田和昭）
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2016 年度

臨時
総会
ご案内

　下記の日程で 2016 年度臨時総会を開催します。

　正会員のみなさまには別途、案内および議案書を送付致します。

 日時：8 月 20 日（土） 10:00 〜 10:30（受付 9:50 〜）

 会場：西宮市市民交流センター（F 会議室）

 　　　　阪急西宮北口駅下車。東改札口から徒歩約 5 分。

 内容：  第 1 号議案　2016 年度事業計画及び活動予算変更の件

8/20
開催

　6 月 19 日（日）午後、都市生活コ

ミュニティセンター総会の記念企画と

して、奈良県の社会福祉法人共同福祉

会の村城正理事長をお招きして、「地

域の見守りシステムのつくり方」〜あ

すなら安心システムの取り組み〜と題

した勉強会を行いました。

　村城さんたちは、ならコープの取り

組みとして、1999 年秋に特別養護老

「地域の見守りシステムのつくり方」～あすなら安心システムの取り組み～
社会福祉法人 協同福祉会 理事長 村城正

身体介護勉強会
ヘルパーステーションあしすと武庫之荘

第20期ミュージックセラピーボランティア養成講座開講
ミュージックセラピーグループ・ハーモニー

人ホーム「あすなら苑」

を 開 設。24 時 間 365

日の生活を見守る「あ

すなら安心ケアシステ

ム」や元気な高齢者が

積極的に関わっていく

「あすなら安心支援シ

ステム」など、住み良

い地域社会の実現を目

指して、多くの取り組

みを進めていらっしゃ

います。

　今回の勉強会では、介護保険制度の

今後の展開を睨みながら、地域で総合

的に高齢者のケアを行うために何を準

備していけば良いのかを考えました。

　都市生活コミュニティセンターが武

庫之荘で取り組もうとしている小規模

多機能型事業所についても熱いエール

を頂きました。

　6 月 26 日（日）、西宮市市民交流セ

ンターにて、ミュージックセラピーグ

ループハーモニーのミュージックセラ

ピーボランティア養成講座が開講しま

した。20 期を迎えた今回の講座には

19 名が参加しています。昨年からカ

リキュラムを見直し、より参加しやす

い形態に変更し、2 年続けて 10 名以

上の参加者を迎えています。

　7 月末までに 2 日間の講義と、ハー

モニーが活動している施設などを訪ね

ての実習を行います。新たな仲間とと

もに活動できる日が待ち遠しいです。

　5 月 29 日（日）、尼崎市女性セン

ター・トレピエにて、ヘルパーステー

ションあしすと武庫之荘主催の身体介

護勉強会が開催されました。

　2013 年度に始まった勉強会は、現

在は年 4 回のペースで開催しており、

あしすとのメンバーだけでなく、地域

の他事業所と連携しながら、介護に携

わる人々を広く対象としたものになっ

ています。今回のテーマは「姿勢」。

参加者は 5 〜 6 人ほどのグループに

分かれ、用意された車いすに座って、

姿勢による体重の掛かり方の違いや、

身体の特定の場所に体重が掛からない

ようタオルやクッションなどを用いて

調整する実習を行いました。

　勉強会を通じて貫かれているのは、

「技術」だけを身につけるのではなく、

そこに至る「考え方」を学ぶ場である

ということ。自分が利用者さまに向か

い合うときのことを振り返ると、心遣

い一つで余計な負荷をかけずにすんだ

り、楽に身体を動かせて頂けることを

改めて気付かされました。

（TCC 事務局長・福田和昭）


