
つながる・ひろがる！

子どもから高齢者まで、さまざまな価値観を持つ人たちが、世代や立場を超え、
お互いの生活を尊重しながら、ともに支え合う仕組みのある「まち」づくり。
それが一般社団法人コミュニティネットワーク協会の提唱する「100年コミュニティ」です。
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高齢者施設のチャレンジ事例

「4つの基本ケア」の実践で要介護5から自立へ

◆超高齢社会、人生100年時代に向けて
                     新たな地域づくりのプレイヤーが必要

「自立支援介護理論」との出会い

第6回「地域プロデューサー養成講座」終了報告
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「ウェルケアガーデン深沢」開設の意義

今回、寄稿文を書かせていただく機会を得
たのは、地域プロデューサー連絡会議の参加
メンバーに、勤務先の有料老人ホーム「ウェル
ケアガーデン深沢」を見学していただいたこ
とがきっかけです。同ホームは、東京都世田谷
区深沢という都内でも有数の高級住宅地に今
年２月に開設されたばかりの施設です。

　私の勤務先では「自立支援介護理論」の実
践のもと、ご入居者を「元気にする介護」を
全ホームで進め、要介護高齢者の方の自立性
の回復を促すことを施設運営の大きな柱の１
つにしています。「ウェルケアガーデン深沢」
の開設にあたっては、ご入居者にいかに元気
になってもらうかを最大限考慮し、施設建築
に臨みました。建物や設備の機能性にも強い
こだわりがあります。共用部のトイレ、居室
のトイレや扉、そして現場スタッフの業務支
援システムなどについて、１年以上の時間を
かけて議論してきました。その成果は、見学
に来られた方々に充分に共感していただいた

地域福祉の学びの機会として

私は株式会社サンケイビルウェルケア業
務支援部に勤務しています。勤務先は有料老
人ホームの運営管理会社で、仕事は主に有料
老人ホーム開設時の行政手続きや、開設後の
運営管理などの業務支援です。ホーム運営が
円滑に進むように日々業務に取り組んでい
ます。
このような私がコミュニティネットワーク
協会とご縁をいただいたのは、地域プロ
デューサー養成講座の受講でした。勤務先が
「地域とのつながり」を運営理念の１つにして
いたこと、私自身も社会福祉士として地域福
祉や地方創生に興味があったことから、地域
福祉に関わる学びの機会として同講座を受講
しました。コミュニティネットワーク協会が
住民主体や地域連携など興味のあるテーマで
「ゆいま～るシリーズ」という高齢者向け住宅
の推進事業を行っていることは以前から知っ
ており、「ゆいま～中沢」を職場の同僚と見学
させていただいたことも、講座への参加を後
押しすることになりました。

「自立支援介護理論」との出会い

「４つの基本ケア」の実践で
要介護５から自立へ

高齢者施設での身体介助や生活支援を中心と
した効率優先の介護のあり方が問われるなか
で、入居者の身体的機能の改善はもちろん、
社会的な役割の回復を目指す自立支援介護を
意欲的に推進し、成果をあげている高齢者施
設が注目されています。
地域プロデューサー養成講座修了生であり、
（株）サンケイビルウェルケアが運営する有料
老人ホームの運営責任者であった川崎邦頼さ
んに、その具体的な成果を紹介してもらいます。

今年２月にオープンした介護付き有料老人ホーム
「ウェルケアガーデン深沢」（世田谷区） 

文：川崎邦頼（株式会社サンケイビルウェルケア業務支援部／地域プロデューサー養成講座修了生）
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と思っています。
ホーム見学会のなかでとくに興味を持って
いただいたのは、「自立支援介護理論」に基づ
いた「要介護高齢者の方の自立性の回復」です。
限られたなかではありますが、ここでは株式
会社サンケイビルウェルケアが実践する「自
立支援介護理論」についてご紹介します。

「今日より明日を元気に」と
「つながり社会の実現」

　読者の皆さまのなかには、社名を聞いてお気
づきになった方もいらっしゃるかもしれません。
サンケイビルウェルケアは、日本最大のメディ
アコングロマリットであるフジメディアホール
ディングスの都市開発・観光グループに属し、
オフィス・住宅・ホテルなどの不動産開発、ビ
ルの賃貸・管理、商業施設・飲食店・シニア施
設の運営などを担う株式会社サンケイビルの
１００％子会社として創業しました。有料老人
ホームの運営を中心に事業展開を行っており、
東京都、千葉県、埼玉県の１都２県で介護付
き有料老人ホームを７棟運営しています。
２０１９年５月には、８棟目として住宅型有料
老人ホーム「ウェルケアヒルズ馬事公苑」を世
田谷区上用賀に開設する予定です。
　当社には２つの運営理念があり、その１つ
が「昨日より今日を元気に　今日より明日を
元気に」です。そこには、「ご入居者本人の
意思を尊重しながら要介護状態から自立性の
回復を進めることで、より活力ある生活を最
期まで送っていただきたい」という思いが込
められています。

この理念を実現するために、竹内孝仁・国際
医療福祉大学大学院教授が提唱されている

「自立支援介護理論」を創業以来すべてのホー
ムで実践してきました。有料老人ホーム運営
で、「自立支援介護理論」の実践を創業時から
介護サービス提供の根幹に据えているのは、
当社が初めてではないかと思います。「自立支
援介護理論」は、全国の特別養護老人ホームな
どでも導入効果が証明されています。これに
よりエビデンスに基づいた科学的介護の実践
が可能となり、オムツを使わない、胃ろうから
常食化へ、歩行率の向上、認知症状の消失など
に向けた取り組みを実現させていくことがで
きるのです。
また当社では、同理論の実践を通じて、ご入
居者の身体・精神面での状態改善をより大き
く推進させる「つながり社会」の実現を、もう
１つのホーム運営の理念としています。状態
を回復したご入居者がより充実した生活をお
くり、その人らしく生きられるように社会的
役割の再獲得や中間的就労の支援を行うとい
うものです。要介護になることで失われた自
己決定や、どのように生きるのかという「選択
する力」を自分自身のなかで取り戻していた
だくことを目的としています。

「自立支援介護理論」との出会い

　私は、学校を卒業してからずっと高齢者福
祉の世界で働いてきましたので、竹内孝仁教
授のことは存じ上げていました。しかし、「自
立支援介護理論」についてはまったくといっ
ていいほど知識がありませんでした。社内研
修や竹内教授の書籍を通じて自分なりに触れ
る程度で、それを実践できるほど深い勉強を
してこなかったのです。そのためしばらくは、
「要介護高齢者の自立性の回復」という会社
の理念には共感しつつも、「そんなことが実
現できれば地域でも指折りの介護施設になれ
るのでは」と思うくらいの浅い認識でいまし
た。そんな私が、「自立支援介護理論」の活
用によって要介護高齢者の自立性の回復がで
きるということを強く自覚するまでになった
のは、ある１人のお客さまとの出会いがきっ
かけでした。

「ウェルケアガーデン深沢」の１階ロビー

3



ここではＡさんと呼ばせていただきます。
Ａさんは私が「自立支援介護理論」と出会い、
現職に就いてから６カ月目のお客さまでした。
それまでも、同理論の実践を通じてご入居者
の状態が改善していく傾向は少なからず感じ
ていました。「自立支援介護理論」を継続して
実践してきた現場の同僚からすれば当たり前
のことだったのでしょうが、Ａさんの大きな
状態改善が介護に対する私の考え方に大きな
影響を与えてくれたのです。

要介護５から自立へのチャレンジ

私は当時、ホームの責任者をしていました。
Ａさんの担当医から相談員に入居の受入れに
関する連絡があり、数日後、ホームの看護師と
ともにＡさんのご自宅へアセスメントにうか
がいました。Ａさんは８０歳代前半の要介護
５の男性で、ご夫婦で暮らしていました。奥さ
まも認知症の診断を受けており、奥さまの支
援による生活をそのまま継続するのはむずし
いだろうと、別居しているご家族は考えてい
たようです。そのときのＡさんは顔色が悪く、
目がうつろで焦点が定まらず、ぼんやりと天
井を眺めてソファーに座っていました。アセ
スメントですから、こちらからいろいろと問
いかけをしますが、いっさい反応がなく、突然
ソファーから立ち上がろうとするなど、まっ
たく意思疎通が図れない状態でした。
　ご家族に１日どのくらいの水分摂取をして
いるのかをうかがったところ、数百ｍｌでは
ないかというお答えでした。この数字を見て、
Ａさんの状態がその後にどうなったのか、読
者の皆さまは想像できますでしょうか。「自
立支援介護理論」の実践経験がほとんどない
私でさえも、アセスメントの内容から、ホー
ムに入居すればかならず元気になると確信し
たほどです。

　アセスメントの実施から数日後、Ａさんは
私たちのホームに入居されました。１～２週
間は慣れない環境下でまったく落ち着きがな
く、覚醒状態も悪く転倒のリスクも高い状態
が続きました。なによりナースコールが日中
から深夜にかけて頻回に行われ、コールが鳴

るとすぐに駆けつけないといけない状況にあ
りました。介護スタッフは大変苦労していた
ようです。
それが入居後２週間をすぎたころから、意
思疎通が図れるようになり、入居時は車いす
での生活だったのが１カ月もたたないうちに
歩けるようになりました。また、頻回だった
ナースコールもほとんどしなくなり、便秘も
次第に解消されていきました。その後は時間
経過とともに生活も改善し、歩行練習などで
活用しているノルディックウォーキング用の
ストックを使用して、ホーム内を一般の人が
歩くよりも速いスピードで移動するまでに回
復しました。そして、数年後には要介護５から
自立となり、あきらめていた仕事を再開され
て、現在に至っています。

病気関係者もびっくりした
Ａさんの回復ぶり

　体調を崩され、何度かの入院を経て状態が
悪化し要介護状態となっていた Aさんが、入
居後数カ月で状態が改善し、さらに数年後に
は自立するまで回復したのです。あきらめて
いた仕事も再開し、自身の社会的役割を取り
戻されるまでになりました。入居の前年に３
回救急搬送された病院を定期受診のために訪
れた際に、歩いている姿をみた病院関係者が
たいへん驚いていたという話を本人からうか
がいました。

　仕事の再開までは想定外でしたが、要介護
状態からの自立性の回復は十分に可能だろう
との確信はありました。また実際、そのとお
りになりました。
　私が当初からそうした思いを強く抱くこと
ができたのは、「自立支援介護理論」を学ん
でいたからです。同理論を実践するうえで
もっとも大切な４つの基本ケア「水分・食事・
排泄・運動」を、私たちのホームでは徹底し
て実践してきました。状態の改善を図るため
の科学的根拠のある理論が、現場で非常に役
立ってきたことはいうまでもありません。
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「自立支援介護理論」における
４つの基本ケア

　「自立支援介護理論」の実践を徹底して行っ
た結果、Ａさんの要介護状態が改善し、自立
性の獲得を実現するまでに回復した経緯は、
これまで述べてきたとおりです。
　では、「自立支援介護理論」の基本ケアとは、
具体的にどういったものなのでしょうか。

　高齢者ケアのすべてに共通する基本ケアは、
次の４つから成り立っています。それは、「水
分」「栄養」「運動」「便通」です。各項目の
量的目安は表１で示したとおりです。健康を
意識して生活していれば当たり前の内容かも
しれませんが、この４項目は活動性を高める
うえでとても重要です。
　「水分」は心身の活動を支配する物質です
し、「栄養」は活動力の源泉となります。「運
動（主に歩行）」は活動そのものですが、同
時に活動性の維持や向上のために不可欠なも
のです。「便通」は消化機能を反映し、さら
に最近では免疫機能への強い関与も指摘され
ており、栄養面からも身体の活性化に寄与し
ています。
　また、この４項目は互いに強く影響しあっ
ています。水分が不足すると体が動かなくな
り（運動性が低下）、食欲を失い、便秘を引
き起こします。水分不足の状態のままで歩行
練習を行っても成果は上がりませんし、下剤
を飲むだけでは便秘は改善しません。４つの
基本ケアを徹底することではじめて、その効
果が期待できるのです。

「水分」「栄養」「運動」「便通」の
徹底実践の成果

Ａさんには入居後から、水分の補給、食事の改
善、運動の推進、トイレでの排泄を徹底して行っ
てきました。その結果、状態はみるみる改善して
いきました。とくに１日１５００ｍｌの水分を
しっかりと摂れるようになってからは、はっき
りとした意思疎通ができるようになり、運動意
欲や運動効果も上がっていきました。

アセスメント時に状態改善の実現を強く確
信できたのは、当時のＡさんがあきらかに水
分不足に陥っていることがわかったからです。
ホームでは、お茶、コーヒー、紅茶、ココア、水
分ゼリーなどあらゆる飲料を用意しています。
スタッフが上手に誘導して水分補給をすすめ
てくれます。
さらに、４つの基本ケアを徹底して続けた
ことが、Ａさんの身体・精神の両面で健康を取
り戻し、自信や意欲の回復につながりました。
そのことが仕事の再開をもたらし、社会的な
健康を取り戻すことにつながったのです。

自立性の改善例はほかにも多数

Ａさんのケースは好例ですが、けっして特
別なものではありません。ほかにも改善した
事例は多数あります。多くの要介護状態の方
にとって、自立性を回復することは充分に実
現可能であることを理解していただければと
の思いから、Ａさんの事例を紹介しました。こ
れからも、要介護高齢者の方が少しでも自立
性を回復できるような支援を継続して行って
いくつもりです。

今回ご紹介したケア事例は「自立支援介護
理論」の初歩的なものです。私自身、まだまだ
勉強不足であり、学習を継続し、より深く理解
したうえで現場で役立てていきたいと強く感
じています。改めてこのような機会をいただ
けたら、「自立支援介護理論」とその実践方法
についてさらに詳しくご説明したいと思って
います。

参考文献：竹内孝仁著『新版　介護基礎学－高齢者自
立支援の理論と実践』（医歯薬出版株式会社刊）

●基本ケアの量的目安
　水　分　1 日 1,500ml
　栄　養　1 日 1,500kcal
　運　動　1 日　2km
　便　通　3 日以内の自然排便

表１ ４つの基本ケア
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第６回「地域プロデューサー養成講座」が８月
２５、２６日、９月１日に開催されました。今
年度の参加者数は６名と若干少な目でしたが、
例年通り充実した内容でした。３日間の講座内
容のポイントを紹介するとともに、当協会が目
指す地域づくりと、そのための人材育成の重要
性を改めてここで確認したいと思います。

共生社会の実現に必要な新たな人材

　また、地域包括ケアの推進も課題の１つで
す。世界に冠たる日本の介護保険制度は
２０００年に施行されました。数度の制度改
正を経た後の２０１７年度改定では、市町村
が主体となって自立支援・重度化防止をする
ことが明記されました。要支援の状態の方に
は介護保険制度からお金を出さず、「地域の
支え合いで自立支援・重度化防止をしてくだ
さい」ということです。きれいな言葉でいえ
ば、自らが中心となって高齢者、障がい者、
子育て世代などを包摂する「住民参加型の共
生社会」を実現する責務が、市町村に課せら
れたわけです。それを実現するには、いまま
でのプレイヤーだけで対応するのはむずかし
いでしょう。共生社会の実現のために不可欠
なプレイヤーが、地域プロデューサーです。

地域プロデューサーに特別な才能は
いらない

　地域プロデューサーは地域にある「ひと・
もの・かね」などの資源を調整して未来図を
描き、地域をデザインする人です。大変な責
務ですが、特別な才能は必要ありません。自
分の弱みをさらけだし、「助けてください」

地方創生の重要性は変わらない

　オリエンテーション後の最初の講座は、例
年どおり袖井孝子会長による「地方創生と地
域プロデューサーの役割」でした。石破茂さ
んが担当大臣だったときにかなり盛り上がり
をみせていた地方創生も、一時期下火になり
ました。しかし、地方にこそ日本を再生する
チャンスがあるという考えに変わりはありま
せん。２０１４年１２月に発表された「まち・
ひと・しごと創生長期ビジョン」について、
それまでの多くの地方再生の計画とは違う大
切なポイントを、袖井会長に解説していただ
きました。
　その概要は、①強い危機意識のもとで「地
方からの発信」「地方での就労機会の創出」
を掲げて同ビジョンが策定されたこと、②
ビジョンが目指す「生涯活躍のまち（日本
版ＣＣＲＣ）」は、従来の高齢者施設の整備
と違い、心身が弱ってからではなく健康時
から居住を選択すること、さらに③高齢者
はサービスの受け手としてだけではなく、
仕事や社会活動に積極的に参加し、高齢者
自身が高齢者を支えていく役割を持つこと
を想定していること──などです。
　「ゆいま～るシリーズ」は、まさにこのよ
うな考え方で運営されています。

第６回「地域プロデューサー養成講座」終了報告

超高齢社会、人生１００年時代に向けて
新たな地域づくりのプレイヤーが必要
文：鏑木孝昭（コミュニティネットワーク協会理事・研究室長）

講義① 地方創生と地域プロデューサーの役割
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とが必要とされています。地域プロデュー
サーになるための基礎をお伝えし、講座は終
了しました。

と率直に語ることが、地域プロデューサーに
求められるもっとも重要な点です。地域に暮
らすさまざまな人々の意見に耳を傾け、住民、
行政、地元企業、ＮＰＯなどを結びつけるこ

講義② 「生涯活躍のまち」として注目の「ゆいま～る」紹介

住民参加型の「ゆいま〜る」事業の先駆性

　近山恵子副会長と鏑木が担当した「ゆいま
～るの事例紹介」では、例年同様、これまで
当協会がかかわってきた「ゆいま～る」事業
を類型別に説明するとともに、「ゆいま～る」
が住民参加型で進められてきた点を強調しま
した。一例として、ゆいま～る高島平が行政
はもとより自治会、病院、大学、商店街など
２０を超える組織にヒアリングをして「高島
平団地で暮らし続ける仕組みをつくる会」を
頻繁に開催し、周囲の住民や関心のある市民
の巻き込みを図ってきたことなどを説明しま
した。「つくる会」はゆいま～る高島平開設
後も活動を続けており、会の開催は現在５１
回に及んでいます。

「ゆいま〜る」を核にした地域連携事業

　昨年から「ゆいま～る」の紹介とは別に、「ゆ

いま～る」を核とした地域連携の推進事業に
関する事例紹介にも力を入れてきました。
　厚沢部町（北海道）では行政と連携し、ゆ
いま～る厚沢部の開設をはじめ町立国保病院
の再生、給食センターの整備、介護専門学校
の設立などを「持続可能なＣＣＲＣ事業構想」
として推進中です。大曽根（名古屋市）では
地域団体「わっぱの会」と連携し、レストラ
ンや多目的スペースを持つコミュニティス
ペースを開設しました。雫石町（岩手県）で
は町長をトップとした「まちづくり会社」を
設立し、多方面からまちづくりに取り組んで
います。講義ではこれらの事例を紹介しまし
た。那須町（栃木県）の「まちづくり会社」
については、純民間で進めていることなどを
ポイントに説明をしました。
　「ゆいま～る」は地域から孤立した住居で
はなく、地域づくりの拠点として整備される
べきものであることは、繰り返し強調したい
ところです。

講義③ 福祉のまちづくり～みんなでつくろう、地域共生社会

「肩車型」の社会到来

　「福祉のまちづくり」講座は、今年から講師
を変更いたしました。公益財団法人さわやか福
祉財団の土屋幸己さんに「みんなでつくろう　
地域共生社会」と題して、地域包括ケアシステ
ムを中心に話をうかがいました。よくいわれて
いることですが、約５０年前の１９６５年当時
は６５歳以上の高齢者を支える現役世代（２０
～６４歳）が９．１人という「胴上げ型」の人
口ピラミッドであったのに、２０１２年には 
２．４人の「騎馬戦型」に、そして２０５０年
には１．２人まで減少し「肩車型」になります。
この人口比では介護保険制度の維持がむずかし
く、保険料のみ６５歳以上の皆さんにケアを提
供することが不安視されています。

２つのキーワード

　そのため、支え合いの地域づくりの軸とな
るような新たな地域包括ケアシステムの整備
が急務となっているのです。これまでのよう
に保険料を徴収し行政や専門職が対応するケ
アだけでなく、地域を基盤とするケア、すな
わち自助・互助によるケアを充実させる必要
があるのです。通いの場や生活支援をはじめ
とするさまざまな活動の場を、住民（とくに
元気な高齢者）の力を借りてつくり出してい
くことが求められているのです。
　政府もさまざまな施策を打ち出しており、
講義でもご説明いただきました。詳細は割愛
しますが、キーワードを２つあげるとすれば、
「総合事業（介護予防・日常生活支援総合事
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業）」と「“我が事・丸ごと”地域共生社会実
現本部」です。ネットで検索すると厚生労働
省の詳しい取り組みが示されていますので、

関心ある方はご一読ください。
　初日の講座後は例年どおり受講生との懇親
会を開催しました。楽しい時間でした。

人生１００年時代を生きるには

　２日目は、東京家政学院大学の上村協子先
生に、「生活者の視点からのまちづくり」と
題した講演をしていただきました。今年度の
カリキュラム改変の目玉です。
　上村先生は市民・生活者の立場から、生活
の豊かさ・充実とはなにか、それを実現する
ための社会・経済的課題はなにかといった問
題に長く取り組んでいらっしゃいます。会場
としてお借りしている東京家政学院大学の創
立者である大江スミ先生は、「サ行の家事」を
「カ行の家政学」に変革したことで高く評価
されています。「サ行」とは裁縫、しつけ、炊
事、洗濯、掃除であり、「カ行」とは科学、教
養、工夫、計画、交流です。講座では、リンダ・
グラットンが説く「人生１００年時代の人生
戦略」の紹介と、その戦略を実現している方
を紹介しました。リンダ・グラットンによれば、
これまでの人生は「教育」「勤労」「引退」の
３ステージで考えられていましたが、「人生
１００時代」ではこうした固定化したライフ・
ステージが崩壊し、多様な生き方が求められ
るマルチステージへと移行していきます。そ
こで重要なってくるのが個人の無形資産であ
る「生産性資産」「活力資産」「変身資産」です。

「変身資産」は変身する力であり、働く場所
が変わったり、歳を重ねて身体が変化したり
することに対応できる力のことをいいます。

７５歳で起業、９０歳の今も現役

　そのような無形資産を持つ方の事例として、
青森県で笹餅づくりをする桑田ミサオさんの
事例紹介をしました。桑田さんは７５歳で起
業し、９０歳になった今も現役で活躍されて
います。そのほか「農業の未来をつくる女性
活躍経営体１００選」にも多くの事例があり
ます。でも、なぜ女性なのでしょう。女性が
活躍する農業は「働きたくなる、始めたくなる」
農業なのだそうです。わかるような気がします。

講義④ 生活者の視点からのまちづくり

講義⑤ まちづくりにおける自治体の役割

下市町の地域づくりが成功した理由

　「まちづくりにおける自治体の役割」の講
義をお願いしたのは、奈良県下市町の中本欽
也・地域づくり推進課長です。下市町の取り
組みについては本誌６３号で、地域プロ
デューサーの長島洋介さんがご紹介くださっ
ているのでここでは割愛します。成功した要
因として、奈良女子大学や奈良高等専門学校
の学生たちの若い力と連携できたことを挙げ
ていらっしゃるのが印象的でした。
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仮設住宅、公共施設の有機的連携

　２日目の最終講義は、早稲田大学講師、白
木里恵子さんによる「原発被災地における復
興まちづくり」でした。
　点在する仮設住宅や公共施設などの有機的
な連携により成り立つ状況をネットワーク・
コミュニティとして位置づけ、分散した人・
モノ・情報をつなぎ、長期にわたる避難生活
を安定・充実した生活に近づけ、高齢社会の
モデルとすることを目的とした研究について
話されました。今後のコミュニティづくりの

参考となる点を多く学びました。活動の詳細
はホームページでご覧ください。
http://www.satoh.arch.waseda.ac.jp/satoh_
lab/modules/project/content0023.html

講義⑥ 原発被災地における復興まちづくり

まとめ～地域プロデューサーの課題

フォロー体制の構築が必要

　地域プロデューサー養成講座の内容は年々
改善され、よりよいカリキュラムになってき
ていると思います。今年度の受講生アンケー
トでも、「大変よかった」が２名、「よかった」
が４名でした。ただ、従前からの課題として、
卒業後の地域プロデューサーの活動をフォ
ローする体制が当協会でつくりきれていない
ことがあげられます。アンケートでも「養成
講座を受講後の地域プロデューサーとしての
活動について、もう少しうかがいたい」「この
講座を学んだ人が、その後、どのように自身の

講義⑦ 地域プロデューサーの可能性

なぜ、地域プロデューサーは 
活動できないのか

　最終日の講義は、例年どおりゆいま～る中
沢（東京都多摩市）で開催しました。天本病
院とゆいま～る中沢を見学後、７月に（株）
コミュニティネットを退社された高橋英與さ
んの講義をいただきました。高橋さんは講義
時間の多くを「なぜ、地域プロデューサーは
活動できないのか」にあて、「やらない理由
をたくさんみつける」「プライドが邪魔をし
ている」「本当は困っていないし、どん底の
経験がない」などの指摘をされました。高橋

さんご自身は、今後は独立したい人をサポー
トすることに力を入れたいとのことでした。
　最後に、受講生各自のレポートを発表して
もらい、それにコメントをさせていただいた
うえで、全員がめでたく卒業しました。

活動に生かしているのか」などの質問をいただ
いています。残念ながら、現時点でそれに答え
ることはむずかしいのが実状ではあります。
　卒業生を中心に活動している「地域プロ
デューサー連絡会議」では、現在、受講生ア
ンケートの分析を進めています。まとまり次
第、受講生にフィードバックするとともに、
本誌でも報告をさせていただきます。今年度
で地域プロデューサー養成講座の卒業生は
１３０人になりました。各地で地域プロ
デューサーたちの活動が活発になり、互いに
連携しあうことで、社会にうねりを起こした
いと思っています。
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来てね!!  イベント情報 （申し込みは：0120-352-350）

高齢者住宅情報センター東京からのお知らせ
■セミナー
「相談事例から考える高齢者住宅選びに必要なあれこれ」
●日時：11月12日（月）　13：30～15：00

「子どもに頼らない高齢期の住まい選び」
●日時：12月12日（水）　13：30～15：00
＊いずれも
●場所：高齢者住宅情報センター東京
●定員：15名
●参加費：500円
● 講師：久

く

須
す

美
み

則子（高齢者住宅情報センター東京センター長）
■新春特別セミナー
「女性のための終活セミナー」
●日時：1月17日（木）　13：30～15：00
●場所：高齢者住宅情報センター東京
●定員：15名
●参加費：500円
● 講師：吉

よし

利
とし

浩
ひろ

美
み

弁護士（虎ノ門法律経済事務所 弁護士）
■生涯活躍のまち・つるをつくる会
●日時：11月20日（火）、12月20日（木）　13:30～
●場所：有楽町電気ビル南館5階　移住促進センター

高齢者住宅情報センター大阪からのお知らせ
■特別セミナー
「家じまいの作法」
身辺整理を始めたい方は多いようですが、何から手をつけたらよい
のかわからない、という声を聞きます。今、生前整理をしておけば、
自分も残される家族もともに納得できて、円満です。気になる費用
も教えていただきます。
●日時：12月14日（金）　14:00～15:30
●場所：高齢者住宅情報センター大阪事務所（北阪急ビル7階）
●定員：15名（要予約）
●参加費：500円
●講師： 屋宜明彦さん

（家じまいアドバイザー　一般社団法人心結代表理事）

生涯活躍のまち移住促進センターからのお知らせ
■第３回秩父市で生涯活躍のまちをつくる会
● 日時：11月10日（土）　10:00～12:00
●場所：生涯活躍のまち移住促進センター

■第15回佐久市生涯活躍のまちをつくる会
● 日時：11月10日（土）　10:00～12:00
●場所：生涯活躍のまち移住促進センター

■おおいたフォーラム in 大阪
● 日時：11月10日（土）　13:00～16:30
●場所：梅田センタービル31階　ホワイトホール

■〈ゴジカラ村〉的生き方とは？
　 〜多世代が暮らす雑木林のコミュニティ〜
● 日時：11月18日（日）　13:30～15:30
●場所：いいオフィス＠上野

■夢のみずうみ村“バリアアリー”のデイサービス
● 日時：12月8日（土）　13:30～15:30
●場所：生涯活躍のまち移住促進センター

＊いずれも
●参加費：無料
●予約・問い合わせ先：
　0120-154-732　生涯活躍のまち移住促進センター

■「ゆいま〜る那須２」をつくる会
那須まちづくり広場で現地を見ながら、企画案を見ながら、コミュニティ
カフェ「ここ」でおいしいコーヒーと甘味をいただきながら、私ならこう
したいなど意見交換をしましょう。
●日時：11月28日（水）　11：00～12：30
 ●場所： 那須まちづくり広場　コミュニティカフェ「ここ」

栃木県那須郡那須町豊原丙1340
●参加費：500円（要予約、飲み物、お菓子付き）
●予約・問い合わせ先：0287-74-3434　那須まちづくり株式会社

■那須まちづくり広場 「楽校（がっこう）」招聘講座
「できない子供が日本を救う！」
●日時：11月18日（日）　14：00～16：00
●講師： 田中喜美子さん

終了後、田中さんを囲んでお話会をいたします。
「福島に生きる　福島を生きる（仮）」
●日時：12月1日（土）　13：30～15：30
●講師： 和合亮一さん
＊いずれも
●参加費：1,000円（高校生以下無料）
●予約・問い合わせ先：0287-74-3434　那須まちづくり株式会社

つながる・ひろがる！100年コミュニティ 
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編集だより
東京新聞に、68歳の男性社員が今年２月、夜勤中に急性心筋梗塞を
発症して２ヵ月後に亡くなり、過重労働が原因として労災申請したとあっ
た。65歳以上の働く高齢者はパートを含めて872万人。就業者の13％。
高齢者の４人に１人が就業しているなか、60代後半から70代前半の過労
問題の相談が増えているとのこと。厳しい経済環境から、今後も就労は
増える。人材不足も、現在働きたくても働けない人が働けるようになるこ
とで解消できることは多い。来年は、誰もがやりがいを持ち、健康で働き
続けられるような社会に少しでも近づきたい。　　　　　　（近山恵子）


