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理事か ら の メ ッ セ ー ジ
熱中症
佐 藤 由 紀 子 （さとう ゆきこ）
今年の夏は‘命に危険が及ぶような’厳しい暑さが続いていて、連日「熱中症」の予防を呼びかけ
る報道がされている。そこで、熱中症にまつわる私の経験をお話ししたいと思う。
２年前の６月、東京都立美術館で催されている「伊藤若冲展」を観に行ったときのことである。予
想はしていたけれど会場には長蛇の列ができていて、結局、９時３０分に並び始めて入場できたのは
１２時３０分を過ぎていた。列の所々は日陰になっていたが、日の当たる場所では日傘を差し、ペッ
トボトルのお茶を飲み、本を読みながら３時間を過ごした。その間、特にしんどいとか日差しがきつ
くて辛いという感じはせず無事観覧を終え、遅い昼食を摂って宿へ戻り、ソファーで休んだ。その日
は夜にセミナーがあるので、少し休んでから出かける支度を始めようと起き上がったとたん、両足が
痙攣し、しかも痙攣の部分がふくらはぎではなく、すねの外側や足の甲、足の裏なのでどのように動
かしてもどこかが痙攣する、という厄介な具合がなかなか治らず、とても歩ける状態ではなかった。
セミナー出席は断念したことは言うまでもない。３時間プラス鑑賞時間の立ちんぼによる疲れもある
が、熱中症の一症状であったことは間違いない。（お茶ではなく、スポーツドリンクを飲んでいれば
少しはましだったのかもしれない）
１年前の５月の晴れた日曜日、地域の防災訓練兼バーベキュー大会が催された。張り切って焼き肉
当番を買って出た。ところが小一時間ほどして、気持ち悪くなり、頭もボンヤリしてきたため慌てて
屋内に入り、水を飲み身体を休めて事なきを得た。焼き肉の熱源は炭火であったため、直射日光と炭
火の輻射熱による軽い熱中症だったようだ。いずれの場合も医者にかかるほどの症状ではなかったが
真夏に限らず熱中症には気を付けねばならないと肝に銘じた次第である。
那須塩原市は日中３０度を超える暑さになっても、夜には気温が下がり明け方はひんやりするので、
京都育ちの私にとっては“天国”であり、我が家にはクーラーを設置していなかった。でも、今年は
我慢の限界、夫が電気店に設置を申し込みに行ったら、注文が立て込んでいてお盆明けでないと工事
できないというので断念して帰ってきてしまった。来夏までには設置しておかねば。
先日、お弁当を配達したお年寄りの家で、熱中症について注意を促したところ、「寝るときにもク
ーラーをかけているよ。起きたときに汗をかいていてなんか熱いと思ったら、設定が‘暖房’になっ
ていたの」。普段クーラーに頼らない生活に慣れているこちらの高齢者のみなさん、ともかく、気を
付けてくださいね。

（アスク理事長、民生委員・児童委員）

特集：公開学習会報告
まだ変わる！ 介護保険
５月１３日（日）、アスクの総会に併せて公開学習会「まだ変わる！介護保険」を開催しました。
講師には市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰者の小竹雅子さんと認定ＮＰＯ法人暮らしネット・
えん代表の小島美里さんをお迎えしました。小竹さんからは介護保険制度の変遷と直近の変更点およ
び事業者、利用者そして保険者である行政が気を付けなければならない内容について解説していただ
きました。様々な介護保険事業所等を運営している小島さんからは、制度改定にどんな危機感を持っ
ているか、利用者の側に立ちどのように工夫を凝らして制度の変遷を乗り切っているか、地域との関
係をどのように築いているか、を話していただきました。
今回の制度改正でのポイントとなる点と講演を聞いた感想について以下にまとめます。
なお、市民福祉情報オフィス・ハスカップについてはホームページhttp://haskap.net/を、ＮＰＯ
法人暮らしネット・えんの詳しい活動については、ホームページhttp://npoenn.com/をご覧ください。

「生活援助」の１日複数回の利用は、事前にケアプランをチェック ???
早乙女順子（ＮＰＯ法人アスク副理事長）
介護の社会化を目指した介護保険制度は、利用

か疑問ですが。）（＊は早乙女のコメント ）

者が介護サービスを選択できる制度として２０００

そもそも、生活援助の複数回利用は、必要があ

年にスタートしました。今では、社会的入院を解

るためケアプランに入れていると言えます。厚労

消し、家族だけが介護を担うのではなく、様々な

省が特に利用回数が多い利用者がいる市町村に調

職種の専門家が関わり、介護が必要な高齢者等が

査を行った結果では、「独居世帯、家族がいても

暮らすためには欠かせない制度になりました。不

家族が要介護や障害等で介護できない。本人が障

必要な入院や家族介護の悲劇を減少させる効果を

害を持つ、認知症、在宅での介護を希望、寝たき

もたらしました。

り、日常生活すべてに支援が必要等」で、市町村

介護保険制度の要として導入された居宅介護支
援事業のケアマネジャーは、特に在宅介護をする
上で、無くてはならない存在となりました。「ケ
アマネさんに相談する」などと、介護に関する相
談やサービス利用の調整など高齢者やその家族に
頼りにされています。

も生活援助の１日に複数回利用の必要性を認めて
います。
それなのになぜ、ケアプランの事前チェックが
要件となったのでしょうか。
介護の実態を知らない社会保障審議会介護保険
部会の委員が的外れな批判をした結果だと思いま

公開学習会の講師、小竹雅子さんの発行するレ

す。（以下、社会保障審議会介護保険部会第６６

ポート『まだ変わる！介護保険』の中に、ケアマ

回（2016.10.12)議事録抜粋）（＊は早乙女のコメ

ネジャーが策定する居宅介護支援計画（ケアプラ

ント ）

ン）の「生活援助」に関して気になる記載があり

・日本医師会選出の委員が「生活援助が自立支援

ました。それは、今年１０月から予定されている

の視点で提供されていない。生活動作が自立する

「事前ケアプランチェック」です。それは「（訪

ことなく何年もだらだらと提供され続けている。

問介護の）生活援助を１日に複数回利用する場合

リハビリ専門職が訪問介護に同行して、生活動作

は、事前に多職種が参加する地域ケア会議等にお

が自立するためのアセスメントや目標設定を行え

けるケアプランの検証が要件」と決められたこと

るように見直しが必要。」と発言しています。（＊

です。（＊地域ケア会議等で適正な検証ができる

終末期や認知症、改善することがない重い障害、
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末期のがんなどでは、リハビリして生活動作が改
善する段階を過ぎていることもあります。でも生

のが先でしょう。
）
その後、財政制度等審議会は、「一定の回数を

活援助は必要です。それも複数回必要です。）

超える生活援助サービスを行う場合は、多職種が

・慶応大学や東京大学に所属する委員も「自立支

参加する地域ケア会議等におけるケアプランの検

援につながらないような生活援助をだらだらとや

証を要件とするなど適切な利用の徹底を図るべ

っているのではないか」「だらだらと生活援助が

き」としました。

続く、解消していくべき」と発言しています。
（＊

それを受け２０１８年度の介護報酬の改定で、

委員の自立支援の解釈は狭義。心身の状態によっ

生活援助中心型サービスに対して市町村は「多職

て自立支援の内容は変化することを理解している

種が参加する地域ケア会議等におけるケアプラン

のでしょうか）

の検証、必要に応じてケアプランの是正を促し、

・日本看護協会選出の委員は「自立支援という制

市町村による検証マニュアルを早期に策定すると

度の趣旨に照らし合わせて、生活機能や身体機能

共に、地域ケア会議等おける検証の実施状況を定

の維持、改善に寄与しないサービスを漫然とだら

期的に調査し、公表する」となりました。

だらやっていくことは、この先もあってはならな
い」と発言しています。（＊医療の現場にいると
生活機能や身体機能が永遠に維持、改善できると

そこで、居宅介護支援事業所のケアマネさんに
お願いです。

勘違いするのでしょうか。「改善に寄与できない

高齢者等の中には、在宅で最後まで自分らしい

サービスはあってはならない」のでしょうか。終

生活を続けるために、１日に複数回の生活援助が

末期にだらだらと必要ない点滴等をし続けるより

必要な人は必ずいます。その人に複数回の生活援

生活援助はその人の尊厳を守っていると思えます

助が必要なら自信を持ってケアプランを策定し、

が。
）

事前にチェックを受けて下さい。国や市町村の都

医師会選出の委員から「不適正なケアプランを

合に従うのではなく、自己規制することなく、利

作成し続けるようなケアマネージャーは排除でき

用者のためにケアプランを立てて下さい。検証結

るかどうかも非常に重要な課題である」との発言

果が不当であった場合はご相談下さい。利用者の

もありました。（＊医師会は過剰な医療、不適切

立場に立てる専門家と対策を考えましょう。利用

な医療、高齢者の多剤処方の弊害をまず解消する

者の尊厳を守るために闘ってください。

公開学習会「まだ変わる！介護保険」に参加して

私は平成１２年の介護保険発足時から、ケアマ

の介護予防・日常生活支援総合事業へ移されまし

ネジャーとして介護保険にかかわってきました。

た。財政制度審議会が考える「改革の方向性（案）」

発足当時は介護の社会化が叫ばれ、本当に一人暮

では、今後要介護１、２の生活援助サービス等の

らしで寝たきりになっても自宅で生活が出来るの

更なる地域支援事業への移行を進めていく、とい

では、とこの制度に期待したものでした。いろい

うから驚きです。

ろなサービスを組み合わせて作る介護サービスが

保険者によるケアプランチェックのための指針

良いケアプランだともてはやされた時代もありま

等を早急に策定・周知するとともに、今後ケアプ

した。走りながら考える介護保険とはよく言った

ラン点検の実績も踏まえ、利用者の状態像に応じ

もので三年ごとの見直しで、どんどんドンドン変

たサービスの利用回数や内容等についての標準化

わっていく介護保険に現場は翻弄されているのが

を進めていくという。介護度が同じでも利用者ひ

正直なところです。

とりひとり同じ状態の人はいないし、利用者を取

今は完全に要支援者（要支援１，２）は市町村

り巻く環境もまったく違うわけであり標準化を進
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められてもケアマネとしてはとても困るわけで、

書くにあたり「介護保険法」をほんの少し読んで

利用者に本当に必要なサービスは何か、常に利用

みたら、第４条に「国民の努力及び義務」という

者の立場にたってプランを作っていきたいと考え

のがあって、「要介護にならないように加齢に伴

ている、いちケアマネとしてはどんどん窮地に追

う心身の変化を自覚して健康の保持努力に努め、

いこまれて行きます。さらに今後、利用者自己負

要介護になった場合はリハビリや適切なサービス

担原則２割となったあかつきには、ますます介護

を利用して有する能力の維持向上に努めるものと

保険が使いづらい保険になってサービスが受けら

する」とありました。生きていくためにも自由の

れない人が多数出てくるのではないか、と危惧し

獲得のためにもやっぱり不断の努力が必要なので

ています。

した。

やがてはケアプランもＡＩが作る時代が来るか

永田

もしれないとの話に、ケアマネはいらなくなるの
かと・・・・

博子

＋・＋・＋
「まだ変わる！どんどん変わる！？って、これか

Ｍ．Ｍ．

ら利用する私たちにとっては何が変わるの？」

＋・＋・＋
「さらに変わる」「まだ変わる！」今回は「ど

私のように、介護分野で仕事をしているわけで

んどん変わる」介護保険でした。どんどん利用者

もなく、また親の介護でも介護保険を利用した経

から離れていくような印象です。

験がほとんどない人間にとって、「まだ変わる、

気になったところは、介護保険制度の見直しの

どんどん変わる！？」と言われても、実際は雲を

１８『「生活援助」の１日複数回の利用は、事前

つかむような話でした。今回小竹さんと小島さん

にケアプランチェック』です。

のお話をお聞きして、具体的な「心配事」がぼん

財政制度審議会で、「生活援助」の回数が多い

やりと浮かんできました。

のに自立支援につながっていないとか、リハビリ

それはおそらく、自分も６０歳と言う年齢が目

専門職が訪問介護に同行して、生活動作が自立す

の前に迫って来ていて、他人ごとではなくなった

るための目標決定をするなどの見直しが必要と批

からではないかと思います。特に自分たち夫婦に

判されました。そして介護報酬のプラス改定の条

は子供がおりませんので、必ずやいつかは介護保

件として、「通常よりもかけ離れた回数を利用す

険制度にお世話にならなくてはならないからで

る生活援助中心型サービスは地域ケア会議等で検

す。

証をし、必要に応じプランの是正を促す」がつき

大阪府枚方市に住む実家の母は８７歳になりま

ました。しかし、是正といっても私には明らかに

すが、父亡き後も一人で何とか暮らしてくれてい

回数を減らすのが目的であると思われます。「自

ます。それはひとえに、買い物などの商業施設や

立した日常生活」とはどんなことが期待されてい

用足しに必要な公共施設、医療機関などがほぼ徒

るのでしょうか。２０１７年介護保険法の改正に

歩圏内の至近距離にあり、公共交通や地域の見守

「介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記

りも行き届いた非常に理想的な街に暮らしている

載」「財政的インセンティブの付与」とあるのは

からです。一昨年入院手術をした際に要支援の認

地域ケア会議でのプランの検証のことでしょう。

定を受けていたため、週に１回ほどヘルパーさん

目標とはどんなことでしょうか。利用者の機能向

が自宅に来て簡単なお掃除をしてくれるくらい

上させる「生活援助」に変わると思わせて、実は

で、それ以外はすべて自分一人で身の周りのこと

「生活援助」サービスを抑制させよう、抑制目標

はできています。

達成できたらごほうび上げようということなので

一方、車社会の栃木県に住む私たち夫婦は、こ

しょうか。財政的インセンティブとはどんなこと

の先どのような老後が待ち受けているのか、これ

でしょう。

まではできるだけ考えないようにしてきたもの

団塊の世代の私は介護保険が利用できるかどう

の、そうもいかないなぁ．
．
．と今回のお話を聞い

か、とりあえず今は母が利用して私も仕事が続け

て思いました。私自身、若いころの無理がたたっ

ていられるのがありがたいです。今回の感想文を

て、最近体のあちこちに不調が出てきて、階段の
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上り下りすら神経を使うようになりました。夫も

介護の現場は人材不足や度重なる介護保険の改

長距離の運転を嫌がるようになり、助手席に座っ

正などで頭を痛めています。利用者は受けたいサ

ていてヒヤリとすることが増えてきました。視力

ービスを受けることができていないのではない

や判断力が衰えて、やがてどちらも車が運転でき

か、と疑問に思ってしまいました。

なくなり、買い物や用足しに苦労するようになる

介護保険の改正で現場の人の混乱や苦悩、そし

日がくるのでしょう。どちらかが病気になり入院

てサービスを受ける側の環境（老々介護、利用者

すれば、介護を担当する方は病人の世話と家のも

負担増など）不安材料が増えるとひしひしと感じ

ろもろで大変。会社を経営しているので、もしか

てしまったお話でした。

したらまだ仕事をしているかもしれないし．．．。

サービスを今後受けるつもりでいる私たちは、

そんな時、先ずどこに相談すればいいのか．．．。

年々上がっていく介護保険料を給料、年金から天

認定者は増えているものの受給者は減少してい

引きされ払い続けるけれど、介護が必要な時に介

るとのこと、
その調査はされていないそうですが、

護保険を使ってサービスを受けることがはたして

どんな時、どうすれば、何を利用できるのか、素

できるのか、お話で聞いた老いの命綱であるはず

人には最初の一歩がなんとなく良く分からないか

の介護保険の存続まで怪しいと思ってしまいまし

らかもしれません。人に頼ることを躊躇しがちな

た。

高齢者にとって、背中を押してくれる「誰か」が

老後のことを直視したくないというのが本音で

いなければ、制度の利用までたどり着かないのか

したが、そんなのんきなことを言っている場合で

もしれません。

はないと、今後介護が必ず必要になる現実を直視
藤村由美子
＋・＋・＋

し、今私たちができることはないか考えなければ
いけないと実感することができた貴重な時間とな

介護保険制度はどんどん変わり、確実により複

りました。

雑になってきていると実感しました。

米満 牧子

公開学習会の論点や介護保険の制度改正についてさらに詳しく知りたい方は、下記の出版物をおす
すめします。

ハ ス カ ッ プ ・ レ ポ ー ト 2016-2018
『まだ変わる！ 介護保険』
編集・制作

小 竹 雅 子 市民福祉情報オフィス ・ ハ ス カ ッ プ 刊

１ 部 １ ０ ０ ０ 円（ 10部 以 上 ２ 割 引） ２０１８年２月１０日発行

★市民福祉情報オフィス・ハスカップのホームページ http://haskap.net/
の連絡用フォームに、名前、注文部数、送付先住所を記入のうえ、送信し
てください。ＦＡＸ申込みも可。ＦＡＸ０３－３３０３－４７３９

新刊です !!!
『総介護社会

－介護保険から問い直す』

度重なる制度改正は利用者に何をもたらしたのか。多数のデータとともに，
介護保険をわかりやすく解説。介護保険法の成立前夜からこれまでの活動を
たどり、制度の今後のあり方についても、踏み込んだ意見をまとめた。
小竹雅子 著
岩波新書

２０１８年７月２０日刊

８４０円＋税
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精読・積ん読

本紹介
「ユ マ ニ チ ュ ー ド 」 と い う 革 命
な ぜ こ の ケ ア で 認 知 症 高 齢 者 と 心 が 通 う の か
イヴ・ジネスト、ロゼット・マレスコッティ 著
本田美和子 訳
誠文堂新光社 刊 １５１２円
２０１６年８月１３日 発行
イヴ・ジネスト 京都大学こころの未来研究センター特任教授、ジネスト－マレスコッ
ティ研究所所長。トゥールーズ大学卒業。体育学の教師で、1979年にフランス文部省か
ら病院職員教育担当者として派遣され、病院職員の腰痛対策に取り組んだことを契機に、
看護・介護の分野にかかわることとなった。著者・訳者による共著は『ユマニチュード
入門』（医学書院・2014）『Ｈｕｍａｎｉｔｕｄｅ 老いと介護の画期的な書』（トライアリス
ト東京・2014）『家族のためのユマニチュード』（誠文堂新光社・2018.8発行予定）

「ユマニチュード」という言葉をご存じだ

であり、それを実現させるための技法。その

ろうか。日本でも認知症のケア技法として注

ケアは、相手を認めること、認められること、

目され、医療機関や介護施設で普及しつつあ

恐れを捨てて自由になること、慈しみと愛、

るという。

やさしさを伝え、やさしさを受け取ることな

元はフランス語で「人間らしさ」という意

のだという。

味であり、黒人の詩人が提唱した概念に由来

と、ここまで読んで、既視感を覚える。マ

するもので、「アフリカらしさ、黒人らしさ」

ザーテレサが実践していたターミナルケアが

を取り戻すという意味を含む。

まさしくこれではないかと。捨てられた病人

体育学の教師であった著者の２人が、看護

や老人に対して、あなたも私も同じ人間、あ

師の腰痛対策のために派遣された病院で目に

なたを大切に思う、愛していると伝えること

した、寝たきりの患者と彼らへの感情の伴わ

で、たくさんの人々が救われたのではなかっ

ない介護。それらへの同情と悲しみと疑問が

たか。つまりこれは介護の根源にあるものな

原点だった。

のだろう。

人が生き、死んでいく間に、愛し愛され、

介護という仕事についている人々、またこ

人間らしく人生を送りたいという願い、誰か

れから介護職に就こうという人たちに、ぜひ

から必要とされ、尊重されること、それは障

学んでもらいたい技法だと思う、

害があってもなくても、高齢であっても、認
知症であっても、誰もが願うことだろう。
ユマニチュードは、ケアを必要とするすべ
ての人々に向けたコミュニケーションの哲学

同時に、先の見えない介護を続ける家族が、
どうやってこのユマニチュードという原点に
立ち戻れるのか、あらためてその難しさを思
わずにはいられない私なのだ。

（Ｈ・Ｋ）

バ ッ タ を 倒 し に ア フ リ カ へ
前 野 ウ ルド 浩 太 郎 著

光文社新書刊

２０１７年５月発行

前野ウルド浩太郎 秋田市生まれ。2003年弘前大学卒、2005年茨城大学大学院修士課程修
了、2008年神戸大学大学院博士課程修了、「サバクトビバッタの相変異 混み合いに対する
生理的適応と子に及ぼす母親の影響」で農学博士。国際農林水産業研究センター研究員。
大発生し、農作物を食い荒らすサバクトビバッタの防除技術の開発に従事。モーリタニア
での研究活動が認められ、現地のミドルネーム「ウルド（○○の子孫の意）」を授かる。著
書『孤独なバッタが群れるとき―サバクトビバッタの相変異と大発生』（東京大学出版部）
で第４回いける本大賞を受賞、2018年『バッタを倒しにアフリカへ』で読売文学賞、中央
公論・新書大賞、絲山賞受賞。通称：バッタ博士
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最近読んだ面白い本を紹介します。

なります。

子供の頃から無類の昆虫好き、ファーブル

もともとブログに書かれたものだからでし

をこよなく愛する前野ウルド浩太郎さん（通

ょうか、ユーモラスで軽快な文章がたまりま

称バッタ博士）が、アフリカに大発生し農作

せん。

物を食い荒らす、サバクトビバッタの防除技

途中で無職になってしまうこの、高学歴ワ

術開発のため、アフリカはモーリタニアで奮

ーキングプアのバッタ博士に、どんな未来が

闘した日々を綴ったノンフィクションです。

待っていたのか、また、なかなか現れないサ

モーリタニア？タコが取れる？くらいの知

バクトビバッタの大群は現れたのか、大の虫

識しかない私。そもそもなぜそこへ行ったの

嫌いの私が、なんとなくバッタ可愛い、とま

か、その動機にまずあきれ、現地での生活、

で思ってしまったこの作品。酷暑の日本で、

妙にうまそうな現地の料理、魅力たっぷりの

さらにモーレツな砂漠の炎暑を想像しながら

スタッフにまた驚かされ、興味津々、おもし

読んでみるのも一興かと…？

ろい面白いとページをめくる手が止まらなく

（Ｈ・Ｋ）

福祉つれづれ
介護や福祉にまつわるあれこれを徒然なるままに．．．

かつてボランティア活動をしていて、現在は親睦のための集まりとなったグループの会員
が、息子の家族と同居するために３３年暮らした黒磯の地を離れ、障がいのある娘を連れて
岐阜県に引っ越しをしました。半年が経った近況を知らせるお便りの一部を転載します。

各務原市の福祉環境
引越し前に一番心配していた娘の事ですが、ゆっくりと時間をかけて地域に馴染ませようと
したのが功を奏したのか、ストレスをあまり感ずる事なく過ごせているようです。逆に、福祉作
業所探しをのんびりし過ぎた結果、定員や実習の関係で行先が決まるのが遅くなってしまいまし
た。来月８月から、やっと希望の所へ通えるようになりました。
短い間に感じた事ですが、ここ各務原市の福祉的環境は良さそう！という事です。最初に市役
所の福祉課を訪れた際、社会福祉事業団からの相談支援員と障がい者親の会から出向のコーディ
ネーターを紹介されました。どちらも穏やかな頼りになる方々で、分からない事が相談出来たり、
必要な情報を直ぐに得る事が出来て大変助かりました（＊）。娘がぶらぶらしている間、障がい
者中心の料理教室などの余暇活動にも参加出来ています。今は何でもネットで調べられる時代で
すが、やはり人から人へが確実で、信用できます。
また、子ども館が数多くあり、もちろん無料なので、孫たちも週３～４回は利用しています。
休みが各館で違うので複数館を利用したり、父親が休みの日に子供を連れて行くことも出来ます。
さらに良いと思ったのは、保育士さんが数人ずつ居て子供と遊んでくれたり、困りごとを相談出
来る事です。
人に対して予算を掛ける事が出来るのが良い町だと思いますが、その点、今は満足しています。

追伸：（＊）各務原市の福祉については親の会からの働き掛けが大きかったようです。何
事につけ市民の声を大にして届ける事は大切ですね。昔、みんなで「おもちゃ図書館併設児
童館」の設立を黒磯市に求めて叶わなかったことが甦ります。
（黒磯福祉の会会報「つゆくさ」４８号から転載）
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アスクの活動から
外 部評 価・ 福祉 サー ビス第 三者 評価 活動
評価結果の公表（201８年７月３０日現在）
《グループホーム外部評価》ＷＡＭ ＮＥＴ（http://www.wam.go.jp/）に評価結果公表
まつばら荘（那須塩原市）、エフビー木綿の郷（真岡市）、栃木グループホームそよ風（栃木市）
《福祉サービス第三者評価》とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構

http://www.tfhs.jp/

現在、私立の保育園などの第三者評価に取り組んでいます。
《社会的養護関係施設》全国社会福祉協議会

http://www.shakyo-hyouka.net/search/index.php

アスク定期総会および公開学習会開催
５月１３日（日）午前にアスク定期総会、午後に公開学習会「まだ変わる！介護保険」を開催。
総会では提案された議事（１）２０１７年度事業報告・決算報告・会計監査報告（２）２０１８年
度事業計画案・予算案（３）定款変更～貸借対照表等の決算書をホームページに掲載する件（４）役
員改選（理事：佐藤由紀子、早乙女順子、兒玉久美子、佐藤賢二、田中義博、永田博子、監事：中島
幹夫～以上再任、陣内雄次は退任）について全て提案通り承認されました。
昨年度の事業報告と決算報告はアスクのホームページに掲載しています。
公開学習会については、ニュースレター６８号と本号の特集をお読みください。

インフォメーション
つながる！つなげる！市民活動センター

～なすしおばら市民フェスタ２０１８～
日時：２０１８年８月５日（日）１０：００～１５：００
会場：那須塩原市市民活動センター （那須塩原市大原間西１－１１－１０）
内容：市民団体の模擬店（ポップコーン、焼きそば、チャイ・ハーブティー、冷やしうどんなど）
参加型トークイベント「市民活動とは？活動を通して見えてきた思い」１３：００～
ゲスト

山本博一氏（そすい通り商店会会長）、八木澤玲玖氏（学生団体みらとち代表）

主催：那須塩原市、那須塩原市協働のまちづくり推進協議会
問合：那須塩原市市民活動センター
E-mail

０２８７－７３－５７４１

shiminkatsudou@city.nasushiobara.lg.jp
＊「子ども食堂」など、地域の居場所を作りたい人、関心のある人へ！＊
市民工房ブックレットvol.２

『
「食べる」でつながる居場所のレシピ－関係性の貧困解消を目指して－』
発行

認定特定非営利活動法人宇都宮まちづくり市民工房
２０１８年３月３１日

申込

TEL

０２８－６３４－９９０１

utshiminkoubou@yahoo.co.jp
https://utshiminkoubou.org

◆次号のニュースレターは１０月発行予定です。読者からの情報や投稿を歓迎いたします。

寄稿
歓迎

◆書籍紹介欄に取り上げるのにふさわしい書籍をご紹介下さい。新本、旧本を問いません。
１０００字程度の紹介文を付けていただくとありがたいです。
◆原稿はニュースレター発行元へ、９月末までにメール又はＦＡＸでお送り下さい。
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