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ＣＳＷの予算が先の９月議会で復活した。木本市長の英断にただただ敬意と感謝だが、復活

に向け積極的に働きかけてくれた各議員の皆さんの努力には心から感謝申し上げたい。先の

議会においては、多くの会派がＣＳＷの再整備を熱心に質問してくれた。「本当に必要な制度を

守る」という市民の課題に依拠すれば当然のことと思いつつ、改めて「議会」とは「政策」とは何

かを考えざるを得なかったのは私達だけではないだろう。「ＣＳＷではない茨木独自の制度を」と

叫んだ会派も、今はＣＳＷと地域福祉ネットワークの必要性を認めてくれた。

思い起こせば「府の肩代わりはしない」という金科玉条のもと、前市長のもとでＣＳＷを廃止す

るという前提のもとで乱暴な議会答弁がくり返された。極めつけは「ＣＳＷは業者への委託であ

り、それ以上のものでもそれ以下のものでもない」という前副市長の答弁かも知れない。それま

で責任感とプライドを持って仕事をしていたＣＳＷにすれば、さすがに「呆れ」を通りこして「空し

さ」を感じたのは理解できる。ネットワークは人と人の信頼であるならば、今の行政とＣＳＷの関

係はそんなに良くないのだろう。このマイナスからのスタートをどの様に再構築させるかが、これ

からの重要な課題でもある。

そのためにいくつかのことをM-CANとして提案したい。

最も真っ先に行うべきことは、なぜＣＳＷ制度が復活したのかを市民に丁寧に説明すること

だ。行政はこの２年間、本意でなかったとしても、散々ＣＳＷの「不必要論」を言ったのだから、改

めて「やっぱりＣＳＷ制度が必要だった」と素直に表現することだろう。とりわけ民生委員さん達

には、アンケートまでとって「存続が必要である」との集約を一旦出したのであるから、尚更丁寧

な説明が必要であろう。これは理屈とか方針とかの次元の話でない。最も基本的な「人の道」そ

のものである。そこからスタートしない限り、感情的なマイナスは決して埋まらないと感じている。

二点目は、2012年3月に策定された「総合保健福祉計画」に、ＣＳＷをどのように位置づける

のかという問題である。残念ながらこの「総合保健福祉計画」は、CSWの廃止を前提として策定
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されて来たことから、計画ではCSWは行政のコントロール下におかれ、「発見」することや、「イン

フォーマルサービス」を仕掛けていくという、最もCSWらしい仕事が残念ながら封印されてしまっ

ている。その計画の下でCSWを専任化しても、ネットワークは効率的に機能しないのは明らかで

あり、その位置づけ直しが急務であることが指摘されていたのだが、９月議会で健康福祉部長

は、「CSWの自由度を確保するため、行政との関係を再整理する」との答弁を行った。私達はこ

の答弁を率直に評価したいと思う。そうでなければCSWを専任化し課題の発見装置として位置

づける意味はないだろう。もう一度「市民」という評価軸をしっかりと立てて、再構築していくこと

を期待している。

その一方で、M-CANのスタンスも変えなければならない。行政がこれまでの反省を踏まえて、

CSWの専任化と再構築を打ち出したのであるから、単なる批判だけでは無責任であろう。CSW

制度は市内で最初にM-CANが受託した事業であり、三島型モデルと評価され府下の各自治体

のモデル的役割をも担ってきた。それだけに新しいCSW制度についても責任がある。

地域福祉ネットワークとCSW制度の効果的な連携について、現場

のノウハウを最大限活かしながら、民生委員さんや福祉委員さん

の協力を得て、「私達がネットワークを再構築すればこのようになっ

た」という、先進的なモデル提示が求められている。

いまこそM-CAN（三島なら出来る！）と決意した法人の名前に恥じ

ないような、M-CANらしい再構築提案と実践を創り上げよう。

今年もやります！！

毎年恒例となっています、三島地区新年の年賀交流会「みしま新年のつどい」を、

今年も中城⽀部・地域協議会・M-CANの共催で、下記の⽇程で⾏います。⼀年間お世

話になった皆さんや、これから一緒に汗をかいてくださる皆さんにお集まりいただき、

新しい年の出発を語り合いたいと思います。多くの皆さんのご参加をお待ちします。

と き：2013年1月18日(金) 午後7時～

ところ：総持寺いのち・愛・ゆめセンター



今年初めて、地域で相談活動する関係機関を中心に、相談活動の周知・啓発と、

住民交流を目的に、11月17日（土）「あるある三島福祉まつり」を開催しました。

開催にあたり、地域の民生委員児童委員会をはじめ、福祉委員会、さまざまな活

動団体、ＯＳＡＫＡ商店街空き店舗活用型創業促進事業の５店舗、三島中学校など

にご協力をお願いしました。

当日はあいにくの雨天で、予定していた総持寺公園から、茨木市立総持寺いのち・

愛・ゆめセンターに会場を移しての実施となりました。皆さんが来てくれるか内心不安

でしたが、足下の悪い中、約300名 のご来場があり、スタッフ一同ホッとしました。

オープニングの三島中学校吹奏楽部総勢約60名の演奏は、会場の目を釘付けに

しました。ステージ発表と模擬店出店の皆さん、こどもたちに大人気のバルーンアート

のごへいさん、たいへんお疲れさまでした。ありがとうございました。

まつり終了後のアンケートでは、雨天でなければ季節的にはちょうど良い。子ども関

係のステージがあると保護者も見に来る。たくさんの機関や地域の方参加していること

がすばらしい。商店街の事業とのコラボも良かった。継続して欲しい。など、たくさんの

ご意見をいただきました。

不手際も多々あり、ご迷惑をおかけしましたが、皆さんと一緒に楽しいひとときを創る

ことができました。

今後とも、地域の相談活動にご理解とご協力をよろしくお願いします。



地域とのつながりについては、福祉委員さ

んとのつながり、総持寺保育所・「日向」の

おじいちゃん,おばあちゃん・シニアーカレッ

ジさん・地域のコーラスサークルさんとの

交流、ひろばＯＢの支援、地域のイベント

への参加等々、地域のいろんな人々に子

育て親子が関わってもらって、お母さんた

ちの子育てを楽しんでおられる姿を見てい

ただきました。

この三島地域で子育て出来て本当に良

かったと思ってもらえる様な支援の輪を広

げて、今後も取り組んでいきたいと思って

います。

子ども未来財団とナルク主催の≪地域のみんなで考える「子育て家庭」への支援≫の

シンポジウムで、こえんひろばの松井がパネラーとして発表しました。

２０１２年１１月１８日（日）

ローズＷＡＭ ＷＡＭホールにて

１１６名の参加者がありました。
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テーマは「地域に支えられての子育て支援」

で、こえんひろばの紹介から活動内容や地域と

のつながり等、ひろばが日頃取り組んでいる事に

ついて話しました。

「こえんひろば」だより
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菊人形見学

１１月７日には、「枚方

パーク菊人形祭」を見学に

行きました。何年ぶりかで

行った菊人形展、きれいで

した。「よかったわあ♪」

と喜びの声！

～ 行事の紹介（2012年9月～11月） ～

プラネタリウム見学

敬老会

９月２５日に茨木市立

プラネタリウムに行きま

した。適度な照明のも

と、ゆったりとした星空

を眺めて、思わず眠くな

りました。

９月２７日に、毎年恒例のひなたの敬老会が行われました。地域の方の特別

参加、保育所年長さんのかわいい演技、民謡教室の先生をお招きしての民謡合

唱、スタッフの寸劇「金色夜叉」等の出し物やスタッフ持ち寄りのささやかな

プレゼント等で、敬老会の一日を楽しんでいただきました。



みかん狩り

外食会

保育所との交流

１１月１４日にはみかん

狩りに行きました。お天気

にも恵まれ、暖かい１日を

楽しく過ごしました。

地域から介護予防に来られ

ている方々も参加され、意

義のある行事になりまし

た。

また、行事のない月

には「外食ランチデ

ー」をもうけて、皆で

お出かけしています。

１０月には茨木市駅近

くの「とり粂」さんへ

行きました。皆がそれ

ぞれ好きなメニューを

注文し、楽しく会食し

ました。

毎月、近くの総持寺保育所の可愛い子ども

達との交流も行っています。

11月には２歳児さんと「ごっこ遊び」を

しました。「こんな間がかわいいわあ。孫

も大きくなるとあかんわ…」と言いながら

おじいちゃん、おばあちゃん達もとっても

いい笑顔！ こんな交流は

いつまでも大事に続けて

いきたいです。



「白浜虚空特設スタジオ」での収録風景

座談会と花火大会の様子をUSTREAMで
生中継。花火大会の録画では、２週間で
7000超の視聴者数を記録しました！
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2012年7月29～31日、M-CANラジオ部は南紀白浜にて恒例

の「白浜サマーキャンプ」を行いました。

今回は、ラジオ部からは2名のみの参加と少々寂しくなりました

が、2度にわたるUSTREAMの配信も成功し、地元の方々の協力も

あって、充実した3日間となりました。

7月29日。23時30分、高速料金の割引に合わせてラジオの収

録を終え、大雨の中さだちゃんのクルマでいざ白浜へ！

途中定番となった紀の川SAでの夜食を終え、真夜中の貞岡邸

へ到着。ご家族へのご挨拶もそこそこに、明日に備えてバタンキュ

ーと仮眠をむさぼったのでした。

白浜キャンプ初日は雨もやみ、まずはUSTREAMの機材を、宿

泊・中継場所となる面白空間「虚空」へ搬入。いつもは涼しいとい

う「虚空」もこの日は朝から30℃越え。全館クーラーなしのため、す

でに私はギブアップ。見かねたさだちゃんと中継まで外出。地元の

誇る巨大施設「Big-U」でお茶。そのあと「日本一眺めのいい」モス

バーガーで昼食をとり、今夜の中継に備えました。

汗だくで中継準備をしているうちに、町役場から庄司さんと和歌

山大学の学生グループ4名が到着。

中継前の餃子パーティーということで、庄司さんのバイト仕込み

の見事な手さばきのもと、皆で餃子で腹ごしらえをしました。

機材トラブルで40分遅れとなりましたが、「虚空」の食堂から本

日のメインイベント「南紀白浜コミュニティ座談会」がスタート。

第一部は、「いま、ホントに生きづらい世の中？」、休憩をはさん

での第二部は、「社会活動に参加してみませんか？」と題して、ラ

ジオ部2名、和歌山大学の学生ほか、庄司さん、地元NPO、社

協、虚空のオーナー夫妻も加わって、夜遅くまで活発な議論が行

われました（詳細はUSTEREAMのアーカイブ http://www.ustream.

tv/channel/m-can-juice をご参照ください）。

終了後は参加者でビールを飲みながら打ち上げパーティー。こ

こでも座談会の話題を引き継いで、熱心な議論が続きました。



～ 毎週火曜日深夜配信！ 毎週土曜日21:00～ 駄菓子倶楽部「みかん屋」で収録！～

これからもどうぞよろしくお願いします。ご意見・ご感想もどしどしお寄せ下さい！

「虚空」で目覚めた2日目の朝。おいしい朝食もそこそこに午前中は富田地区へ訪問。新しくできる

高速道路インターを活用しての町おこしを熱心に説く貞ちゃんを尻目に、私はうとうと状態でした（笑）。

あまりの暑さにアイスクリームやジュースを買い込んだあと、再び「虚空」に。

白良浜のコンビニには水着姿のお客しかおらず、普段着の僕たちが浮いているという完全な異空間

になっておりました。

夜の花火中継まで間があるのを幸いに、二人共完全にダウン、しばしお昼寝。

夕方にはさだちゃんの弟さんも加わって、屋上での機材設営。前日の失敗をもとに一段と力の入る

さだちゃん。傍らでは「虚空」屋上パーティーの準備が進行中。これが屋台も出る本格派で、雰囲気は

完全にビアガーデン。日も暮れた頃には地元の40名の方々も加わって打ち上げ開始を待ちました。

そして打ち上げ開始！打ち上げ場所から視界を遮るものが一切ないという絶好のロケーションで、参

加者全員見とれました。特に水中で爆発させる花火にはびっくり。機材も今回はトラブルなくフル稼働。

アクセス数も急上昇しました。

花火終了後も「ビアガーデン」は盛況。夜遅くまで、町の活性化について話が盛り上がりました。

3日目。虚空のおいしい朝食のあと、ダイニングに機材をそのまま設営して、オーナー夫妻や知人の

方も加わっていただき、即席スタジオからのラジオ収録。私が収録中に居眠りするというハプニング

（笑）もあって、終始なごやかな雰囲気のうち、収録を終えました。

午後は残された時間を活かして白浜観光。さだちゃん念願の海水浴デビューは果たせませんでした

が、地元のFM局訪問、とれとれ市場でお土産購入など、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

夕食は貞岡家でいただき、おとなしいワンちゃんとお父様にも歓待され、深夜、名残惜しい中、白浜

をあとにしたのでした。

今回の白浜キャンプ、基本的には大成功だったと思います。2013年には更にパワーアップして行う

ほか、今回の取り組みをもとに、ラジオ部としても外部に積極的に打って出ようと種々の企画を立てて

おります。すでに総持寺本通商店街の方々とは交流もスタート。これからも、地域に根ざしたラジオとし

て、一段の飛躍を図る所存です。



２０１２年９月１２日に三島町のローレルハイツ茨木で茨木市役所健康福祉部職員

に来ていただき、「向こう三軒両隣 安心して暮らせるまちづくりとは」というテー

マで懇談会を開催しました。

ローレルハイツ茨木は築年数が３０年を過ぎて住民の高齢化がすすんでいる集合住

宅です。高齢者の住民活動は活発で老人会「桜会」に１００名以上が入会され、サー

クル活動に積極的に参加されています。このような住宅でも、夫婦で暮らしていたの

にどちらかが亡くなり一人で生きていくのに不安がある人、今は不安はないけれど先

の不安を抱えている人がいることが民生委員の見守り訪問でわかってきました。

そこで、自治会会長が協力してくださり住民懇談会を開催することになりました。

当日は、５０名近い住人の方々が出席してくださいました。

最初に右遠民生委員長が「民生委員は地域の相談の

窓口であり、相談を聞いて市役所や関係機関につなげ

る役割であるので気軽に民生委員に相談してほしい」

ということを話してくださいました。その後は 茨木

市役所の福祉政策課と高齢介護課の職員から茨木市の

福祉の施策と実状について・困難ケースの事例につい

て説明がありました。その後は 用意して下さったお

菓子を食べながら質疑応答となりました。

市が配布している緊急時に役立つ安心カードについ

ては他県に住む親に送りたいがどうすればいいのか？

や安心カードを冷蔵庫に貼るのは心配だという意見が

出ました。地域の相談場所である愛センターやいき

いきネット相談支援センターであるミカンのことも少

し知ってもらえた良い機会となりました。

「まえあし日記」再開！
これからもよろしくお願いします



ローレルハイツ茨木では、２月頃に２回目の住民福祉懇談会を予定しています。２

回目は包括支援センターエルダーに認知症についてお話をしてもらおうと思っていま

す。興味のある方ぜひご参加下さい。

今回、地域の住民対象に懇談会をするのは三島小学校区では初めての試みでした。

まだまだ、地域の住民に茨木市の福祉や施策が知られていない現状もわかり、今後、

自治会と協力して自治会単位でこのような懇談会を開催していきたいと思いました。

毎年恒例となった「茨木病院の夏祭り」。

今年は８月１日（水）に開催され、ポップコーンとジュース

の販売で参加させて頂きました。

毎年ですが、年に一度の夏祭りを患者さん達は楽しみ

にしているんだなーと肌で感じます。浴衣を着てやぐらの周りで盆踊り、お小遣

いを手に出店でのお買い物・・・。

若い方からお年寄りの方まで、楽しそうに夏の夜を過ごされていました。

相談業務以外で、患者さんと接する機会はこういう時しかないので、素の顔

のみなさんと接することが出来る貴重な時間となりました。

来年Ｍ－ＣＡＮは・・・？

何屋さんになるんでしょうか？



■□■ 編集後記 ■□■

みなさんあけましておめでとうございます。

今年2013年の干支は「癸巳」（みずのとみ）で、一般的には「巳年」です。「巳」という字

は、胎児の形を表した象形文字で、蛇が冬眠から覚めて地上にはい出す姿を表してい

るとも言われ、「起こる、始まる、定まる」などの意味があるそうです。また、蛇は脱皮を

繰り返すことから、新しいことが始まる「再生・復活」の象徴とも言われています。

時あたかも、あれだけ熱狂した政権交代から３年が経過し、失望と諦めの中、再び

政治が変化し、大きく社会が変わろうとしています。また、茨木においてもCSWや街か

どデイハウス事業の再編が始まろうとしています。蛇のように古い皮をきれいさっぱりと

脱ぎ捨てて、本当に必要な施策に再構築したいものです。

Ｍ－ＣＡＮは今年も皆さんに支えられながら、地域に根ざした活動を地道に展開して

いきます。皆様のご支持・ご支援をよろしくお願いいたします。

皆さまの新しい年が、希望に満ちたものとなりますことを、祈念しております。

三島コミュニティ・アクションネットワーク 事務局
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