まちづくり濃縮 100％！

｢総持寺いのち・愛・ゆめセンター｣って何の施設なの?!
～

なぜ隣保館が同和地区だけに残ったのか

ご参加ください！

～

これまで３回連続で隣保館の前

金制度の限界に伴って、ほとんど

新たなスタート！

身である「セツルメント」という社会

のセツルメントが施設の得意分野

コミデイ「日向（ひなた）」

事業を説明してきました。そしてそ

とする事業での施設運営を目指す

フォーラム」

の事業が活発に取り組まれたのが

しかなかったのです。その結果、社

当法人も加盟している

大 阪 で あ る こ と も 紹 介 し てき まし

会福祉法人の中には、定款に「隣

「(一社)よりそいネットお

た。そこで一つの疑問に突き当たり

保事業」を残しながらも、隣保館と

おさか」では、2017 年２月

ます。そんなに活況を呈したセツ

しての運営ができなくなった法人も

９ 日 ( 木 )14:00 ～ 17:00

ルメント（隣保館）は、なぜ現在、同

あったのです。

大阪市立阿倍野区民センタ

Vol.19

和地区だけにしか残っていないの

このように、戦後福祉六法体制

ー小ホールで｢犯罪のない社

の確立は、運動としてのセツルメン

会をめざして･･･なぜ罪を犯

その最大の原因は、国が社会

トを福祉から追いやり、本来持って

してしまうのか！高齢者と

福祉法に規定しているにもかかわ

いた「運動性」と「総合性」といった

犯罪｣をテーマにフォーラム

らず、一貫して隣保館の補助金を

「理念」や「志」など、多様で個別

が開催されます。

同和地区隣保館にしか認めなかっ

的な部分をそぎ落とす事にならざ

たことです。

るを得なかったのです。

かと言う疑問です。

コミュニティデイハウス「日向(ひなた)」
連載第 4 回

地域交流事業報告

「よりそい府民

その流れと相まって、戦後の福

ジャーナリストの江川紹
子さんの講演や音楽のつど
いです。

祉は、人間を「子ども」「障害者」

少し遠いですが、一度行か

「高齢者」などの属性に分けること

れてはいかがでしょうか。高

で、それぞれ分離して施策対象化

齢者の犯罪･･･身近な問題で

することになったことから、地域で

す。

は保育所や障害者施設、高齢者
施設などに分化した事業として営

こえんひろば

まれるようになり、戦前のセツルメ
ントが持っていた統合的・総合的

発行／NPO 法人 M-CAN（三島コミュニティ・アクションネットワーク）
〒567-0802 茨木市総持寺駅前町 15 番 12 号
[TEL] 072-628-1415，072-624-5050 [FAX] 072-624-5944
蕪
[HP] http://m-can.net/ [E-mail] office@m-can.net

機能の解体が始まり、前述の補助

阿倍野区民センター：
大阪市阿倍野区阿倍野筋
4-19-118

地域交流事業のようす

今後の予定
2/25(土) みしま・まちの玉手箱
11 時～ 愛センター本館・別館、総持寺公園
ステージ発表やフリマ、おいしい出店も多数！

3 /9(木 ) フラワーアレンジメント講座
詳細は未定。参加ご希望の方は M-CAN まで
お問い合わせください

昨年度に引き続き、初心者向け手話講習会を 10

9 月に Word 講座、10 月に Excel 講座をそれ

回講座、中級者向けの手話コミュニケーションス

ぞれ 3 回シリーズで、そして、11 月には年賀状

キルアップ講座を 5 回講座で開催しました。

作成講座を行いました。

今年はどちらの講座も講師に聴覚障がいをお持ち

Word や Excel の基礎から便利な使い方を学び、

の中野益男さんを迎え、

初心者の方も見栄えの良いチラシやカレンダー、

受講者は皆さん手話を覚

年賀状を作成し、印刷することができました。

えるだけでなく、楽しく
手話を読み取る勉強にも
なりました。
三島コミュニティ・アクションネットワーク 愛称M-CAN(ミカ
ン) は、三島地域の助け合いの仕組みとして組織され、

乳幼児期に大切にしたいこと

今では安威川東部エリアにおける福祉の拠点として位

がん ば

～顔晴れ！ 子育ち・子育て～

置づいています。

～障害者差別解消法について～

コミュニティデイハウス「日向(ひなた)」や在宅親子のつ

9 月 15 日（木）
、茨木市立公立保育所の

どいの広場「こえんひろば」など、地域福祉にこだわった

所長を経て現在は社会福祉法人山善福祉会

｢障害差別解消法」の学習会（10 月 6 日）

事業を展開し、「共生のまちづくり」など、住民一人ひと

おとのは学園の園長である伊藤博美さんに

を開催しました。

りが輝いて生活できる仕組みづくりを目指しています。
M-CANでは、設立主旨を理解いただき、一緒に「まち
づくり」「地域福祉」を創って行く方を募集しています
① 個人正会員(年額)
② 団体会員 (年額)
③ 賛助会員 (年額)

5,000 円（一口）
10,000 円（一口）
3,000 円（一口）

NPO 法人 M-CAN（ミカン）まで、お気軽にお問い合わせください。
M-CAN Juice Vol.19

蕪

株式会社プリントパック

講演していただきました。
日々、お母さんは子育て・家事・仕事などに追わ

障がいを理由とする差別をなくし、共
生社会を実現することを目的に「障害者

れています。日常の中でついつい母親のペースで行

差別解消法」が施行（2016 年 4 月）となりました。

動してしまい「早く・早く」と言ってしまいがちに。

障がいを理由とする差別には、｢不当な差別的取

先生は「子どもは 20 キロの速さなのについつい時

り扱い（正当な理由もなくサービスの提供をしな

速 120 キロの子育てをしてしまい、子どもを追い

いことなど）｣と｢合理的配慮の不提供 （障がいの

立てる毎日」とご自身の娘さん家族のお話を交えな

ある人に合った必要な工夫をしないことなど）｣が

がら、子どものペースに

あります。

合わせることの大切

先ずは、｢理解しあうこと｣

さを楽しく語って

｢対話すること｣ ｢考えること｣

くださいました。

だそうです。

「街かどデイハウス」から
「コミュニティデイハウス」へ

ここです！
総持寺

★

●
日向(ひなた)

★

コミデイ「日向(ひなた)」

総 持 寺 いのち・
愛・ゆめセンター

１０月から新事業「コミュニティデイハウス(通称｢コミデイ」）｣としてスタートしました。
場所も「総持寺一丁目１４－１６」に移転し、少し落ち着いてきたという今日この頃です。最初は
戸惑っておられた利用者の方も、住めば都という事でやっと慣れてこられた様子です。

阪急総持寺駅

“日向ニュース”で「家具やタオル、バスマット等不要な物があればお譲り下さい」と書いたとこ

★

ろ、いろんな方からお電話があったり、直接お持ちいただいたりで、いかに日向が地域の方に支え
られているかという事を改めて痛感した次第で、本当に感謝の念に堪えません。
引越しの際のお手伝いにもご助力いただいた方々へもお礼申し上げます。コミデイ日向は要支
援１・２の方の受け入れ可能で毎日入浴も出来ます。車での送迎代も無料です。
１１月には太田中学２年生２名の福祉体験の受け入れもしました。三島小学校、色々な自治
体、大阪府の方たちも見学に来られました。書類の提出や担当者会議等難しい事も増えました
が「がんばろう！」とスタッフ一同決意も新たにしていますので、これからも「コミデイ日向」をどうぞ
よろしくお願いいたします。
お出かけや外食の日もあり、
楽しいですよ！

「普段の運動不足を楽しみながら解消し
たい。」…そんな会話の中から生まれた「自
転車部」。
11 月 20 日(日)、安威川ダムまで「はじめ
てサイクリング」を開催し、高校生から 50 歳
代まで６名の参加がありました。
風を感じ、風景を楽しみながらのサイクリ
ング。リタイヤする人もなく、とても新鮮な
はじめてハロウィンイベントをしました。

体験となりました。

可愛いコスチュームでみんな来てくれました。

当面は、ゆっくり無理せず走れるサイクリ

みんなでこえんまで歩いたり、みかん屋さんに

ングを続けて、少しずつ距離を伸ばしていけ

もおかしを貰いにいきました。写真コーナーで

ればと思っています。

は、思い思いの写真を撮りました。
ボランティアでフェイスペイントの方がイベ
ントの応援をしてくれました。楽しい一日に
なりました。

「サイクリング」は、月イチで開催したい
と思っています。どなたでも参加できますの
で、毎週土曜日 13:30 から「みかん屋」で収
録を行っているラジオ部に声をおかけくだ
さい。ママチャリでも大丈夫です。みなさま
のご参加お待ちしています。

全行程 14km ほどをゆっくり
走るという今回の企画。坂道で
は若い方は、スイスイと登って
いきますが、登り切れず息を荒
げながら自転車を押して登る人
も…。帰りにはファミリーレス
トランに寄り、まったりとした
時間を過ごしました。

また、M-CAN では「自転車を活用しての生活支
援」の検討をしています。
「自転車タクシーを活用しての移動支援や買い物
支援」など、様々な可能性を探っています。
「地域
の中にこんなサービスが
あったらいいな」と思っ
ている方、ぜひアイデア
をお寄せください。

