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昨年 12 月 7 日（土）、3 時 15 分～5 時まで、住吉隣保事業推進センター（すみよし隣保館

寿）1 階近隣交流スペースにおいて「第 27 回住吉・住之江じんけんのつどい」の＜福祉・第 1

分科会＞が開催されました。この分科会では、医療法人ハートフリーやすらぎのスタッフのみなさ

んから「“ゆりかごから天国まで”医療法人ハートフリーやすらぎ実践報告」と題して報告があり

ました。医療法人ハートフリーの 4 部門、住吉診療所、訪問看護ステーションハートフリーやすら

ぎ、居宅介護支援事業ハートフリーやすらぎと新たに 2020 年 1 月からスタートしたナーシング

デイについて詳しく紹介していただきました。どのような医療施設が現在住吉にあるのか、その

医療に携わる施設やスタッフのみなさんがどのような思いで地域医療に携わっているのかをわ

かりやすくお話いただきました。なお、当日の参加者は 31名でした。（事務局） 

 

■第 27回住吉・住之江じんけんのつどい＜福祉・第 1分科会＞ 

「“ゆりかごから天国まで”医療法人ハートフリーやすらぎ実践報告」 

医療法人ハートフリーやすらぎのスタッフ 

●医療法人ハートフリーやすらぎの紹介 

医療法人ハートフリーやすらぎには 4 つの部

門があります。1つ目は「診療所」、2つ目は「訪

問看護ステーション」、3つ目は「居宅介護支援

事業所」、4つ目は「ナーシングデイ」です。 

それぞれの取り組みについて説明します。 

〇住吉診療所について 

診療所には 2 人のドクターがいます。院長は

後岡先生です。後岡先生は人気者で、先生が

来るとみなさん、笑顔になります。もうお一人の

ドクターは多田先生です。多田先生も人気があ

り、患者さんは、先生に会うと笑顔になります。 
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次に 2019年の 9月からスタートした「もの忘

れ看護外来」の訪問看護師の笹山看護師を紹

介します。笹山看護師は、認定看護師や特定行

為看護師、特定医行為看護師の資格を取得し

ています。この外来では、「認知症はどんな病気

か」「どんな治療があるのか」、また「どうなって

いくのか」などといった相談や介護されている

ご家族からの「介護に疲れてしまった」、「どう

対処すればいいのかわからない」などの困りご

とを一緒に考え、アドバイスします。 

続いて100歳体操のようすです。住吉診療所

では、100 歳体操をしています。毎週火曜日と

金曜日の 14時から行っています。最初は 14時

から 30 分の 1 回だけでしたが、今は、14 時か

らと 14時半からの 2部制で開催しています。 

この 100 歳体操には、理学療法士さんと保

健師さんに参加してもらっています。住吉区役

所の協力を得て、定期的に参加者の状態や体

操の効果をはかりに来てくれます。例えば体の

柔軟性を測定したり、歩行の安定性などもチェ

ックしたりします。 

参加している方の中からは、「最近筋力がつ

いてきたようで、つまづかなくなった」、「足があ

がりやすくなった」などの声が聞かれるようにな

りました。 

次に診療所の西側にある小さな畑「やすらぎ

ファーム」の紹介です。「地域に根差した診療所

をめざしています！」というフレーズにちなんで、

根差す野菜を育てています。ここでは、患者さん

と顔が見える関係づくりを大切にしたいとういこ

とから、野菜を育てて患者さんと一緒に収穫を

楽しんでいます。収穫したジャガイモは、カレー

を作って職員みんなでいただきました。地域の

みなさんとの野菜作りは、職員同士の交流にも

つながっています。ジャガイモの次は、さつまい

もの収穫も行いました。植え方を知らない私た

ちに地域の方が植え方を教えてくれました。収

穫したさつまいもは、焼き芋やさつまいもご飯に

しておいしくいただきました。 

 

〇訪問看護ステーション 

 ハートフリーやすらぎについて 

訪問看護ステーションでは、職員間の交流を

大切にしています。事務スタッフとケアマネジャ

ーで交野市にある星田園地にハイキングに行

ったり、診療所で研修中の訪問看護師とその先

輩訪問看護師で食事に行ったりしています。 

今年で 3 年目の先輩訪問看護師横田看護師

は、住吉診療所で１年間の研修を終え、訪問看

護師として頑張っています。 

今年入職した前田看護師と植村看護師は、

現在診療所の外来で研修中です。研修が終わ
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ると訪問看護として現場に出ていきます。あた

たかい応援をよろしくお願いします。 

訪問看護ステーションハートフリーやすらぎは、

2004 年に看護師二人でスタートしました。皆さ

んおなじみの大橋所長と笹山主任のお二人で

す。お二人は訪問看護ステーションを大きくする

ために何度も何度も話し合いをして一人ひとり

の看護を丁寧にされてきました。その結果、現

在はたくさんの実のなる木となりました。 

現在は訪問看護師 18 人、リハビリの先生が

3 人、事務員が一人います。15 年でここまで大

きく成長しました。これからも活気あふれる訪問

ステーションをめざしてがんばっていきたいと思

っています。 

訪問看護の利用者の数は現在 225 人です。

たくさんの方にご利用いただいています。自宅

での最期を希望され、看取った数は年間でおよ

そ４０人いらっしゃいます。 

看護師たちは病院で亡くなる方をたくさんみ

てきました。その中で、ご自宅で最期を迎えたみ

なさんは、きれいなお顔とお体で旅立たれてい

る印象があります。 

訪問の範囲は半径 2 キロ圏内。毎日一人の

看護師が 5 件から 6 件、自転車で訪問させて

いただいています。地域のみなさんに安心して

もらえるように主治医の先生と連携しながら 24

時間、365日体制で訪問看護を行っています。 

訪問看護では、病気や障害があっても、住み

慣れた家で、自分らしく生活を送りたいと思って

いる方が安心して暮らせるように支えさせてい

ただきます。看護師がご自宅に訪問し、ご本人

とご家族の希望や思いを尊重しながら、健康管

理や生活のお手伝いをします。 

訪問看護は、ご自宅で生活される方で、看護

が必要な新生児 0 歳から高齢者まであらゆる

方を対象にしています。病気の種類や年齢に関

係なく、希望があれば、すべての方が訪問看護

を受けることができます。ただし、かかりつけ医

の指示が必要になってきます。 

訪問介護と訪問看護の違いを簡単に説明し

ます。訪問介護は、いわゆるみなさんがヘルパ

ーさんと呼んでいる方々で、掃除、洗濯、調理、

買い物といった生活の援助や、食事、排せつ、

入浴の介助といった身体介護をされる方が訪

問介護です。 

訪問看護は、看護師が、医師の指示に従って、

医療上の世話や医療処置を行うサービスです。

利用者さんのご自宅に訪問して、血圧測定や

お医者さんの指示があれば、自宅で点滴を受

けることもできます。床ずれなどの傷の処置も

行います。いわゆる医療的な行為ができるとい

うところが、ヘルパーさんとは異なるところです。 
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〇居宅介護支援事業所 

ハートフリーについて 

「居宅介護支援事業所」という名前は、少し

堅苦しい感じがするかもしれません。場所によっ

ては、事業所名をケアプランセンターとしている

ところも多くあります。漢字の「居宅」は「居宅＝

お家」と考え、ご自宅で介護を支援する事業所

ハートフリーという名称が気に入っています。 

2000 年に介護保険制度が始まってから約

20年近く経ちました。自己紹介の際、「ケアマネ

ジャーの坂口です」とあいさつすると介護保険

に係る仕事をしている人と理解していただける

ことが増えてきたように思います。 

ごく簡単に最近の介護保険制度のお話をし

ます。近年の介護保険制度は、地域包括ケアシ

ステムの構築をめざしています。わかりやすく言

うと介護が必要になっても、医療や介護、リハビ

リを利用しながら住み慣れた地域で暮らしてい

こう、というものです。 

地域包括ケアシステムでは、中心に住まいが

あり、いつまでも元気に暮らすために老人クラ

ブや自治会、趣味の活動などに参加できるよう

に考えられています。かかりつけ医もいます。検

査や入院が必要な時は、かかりつけ医から病

院を紹介してもらいます。介護が必要になった

ときは介護保険サービス、ヘルパーさん、看護

師さん、デイサービスなどを利用します。相談業

務やサービスのコーディネート役として地域包

括支援センターのケアマネジャーがいます。 

次にごく一部ですが、私たちケアマネジャー

の仕事内容を紹介します。 

法人内で週に１回カンファレンス（会議）を行

います。医療と介護の連携を大切にしており、各

部署参加し、情報の共有を図っています。利用

者のご自宅に定期的に訪問します。人生の大

先輩に教えていただくことがたくさんあります。 

写真は、ご自宅で会議をしているところです。生

活の場に集まってサービスについてや、どのよう

に暮らしていきたいかを話し合います。 

自治会より連絡を受け、救急カプセルを一緒

に作成し、リハビリをしてこんなに歩けるように

なったと見せてくれる利用者さんもいます。癌を

患い自宅で療養されている方もいます。布団で

寝られるのが習慣でしたが、ご自身で起き上が

ることも難しい状態になったので、介護ベッドを

利用することになった方もみんなの力を合わせ

て布団からベッドへお引越しです。引っ越し後ま

ぁまぁの寝心地という声が聞こえてきそうです。

私たちは専門職として、少し先を見据えて様々

な提案をさせていただくことがあります。その提

案がご本人の意向と一致しないこともあります。

ご本人の生活を大切に、一つひとつ丁寧に話し

合いを重ねます。 

このようにケアマネジャーの役割の一つに

「専門職につなぐ」ということがあります。医療

の専門職である看護師さん、リハビリの専門職

である理学療法士さん、介護の専門職ヘルパ

ーさん、デイサービスなど各専門職へつなぐ役

割です。そしてつなぐ役割の前に私たちが、地

域住民の方とつながることが大切だと思ってい
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ます。地域のもちつき大会も楽しんで参加して

います。ジャガイモの収穫も一緒にしています。 

この仕事をしていると、「介護が必要になって

人のお世話になるなんて」と肩を落とされる方

や「どうやって介護をしたらいいのかわからな

い。介護で疲れてしまった」と不安を抱えたご家

族とであうこともあります。私たちが地域で活動

することで、悩みが一つでも減ったり一緒に考

えることで悩みに向き合えることができればい

いなと思っています。 

私たちがまずつながり、そしてつなぐ。人と人

とのつながりを大切にこれからもハートフリーは

活動を続けていきたいと考えています。 

 

〇ナーシングデイ 

周辺に医療的ケア児をあずかってくれる場が

ない、医療的ケア児の母親の自由な時間がな

いといった課題があります。また、療育手帳交付

を受けた方は約 1,618 人（大阪市）。さらに住

宅の横のつながりがなくなってきている、孤独

死、医療費が高い、ちょっとした医療的なことを

相談できる場所がないなどの課題もたくさんあ

ります。このような課題を少しずつ解決していく

ために 2020 年 1 月からナーシングデイやすら

ぎをスタートします。 

今回、住吉住宅 11号館の 105号室を借りる

ことができました。そこでナーシングデイやすら

ぎを開設し、横のつながり・関係づくりに一役買

えればと思っています。 

ナーシングデイやすらぎのもう一つの機能と

して「町の保健室」という活動も進めていきます。

町の保健室とは、「頭が痛いんだけど、病院に

行ったほうが良いの？」、「血圧が高いけど、薬

を飲んだ方が良いの？」、「最近、体調がすぐれ

なくて」、「話し相手がいなくて」などといった相

談ができる場所にしたいと思っています。「町の

保健室」に行けば、医療的なことを気軽に聞く

ことができる、安心感がもてる。「町の保健室」

を通じて安心して暮らしていける地域づくりに

役立てばとも思っています。 

住民の方々にもその趣旨を理解していただく

ために住民説明会を実施しました。 

開設の準備の一環として、他地域で、実際に

営業しているナーシングデイの見学に行きまし

た。東京では日野市に見学に行きました。お年

寄りとお子さんが一つの空間で同じ時間を過

ごしていました。介護職員が痰吸引の処置をし

ている様子も見学しました。事務所内に医療器

具含め色々な物品を準備していました。 

床の上で遊んでいる様子を見学し、ナーシン

グデイやすらぎも床の上で自由に遊んでいた

だけるよう、床暖房の設備を取り入れました。 

岐阜県にあるナーシングデイにも見学に行き

ました。そこでは、保育士がゴムの器具を使用し、

触覚をトレーニングするリハビリや理学療法士

がベッドの上で拘縮予防・関節可動域を広げ

るリハビリをしていました。認知症の高齢な方に

保育士が絵本の読み聞かせを行っているよう

すを見学させていただきました。複数のデイサ

ービスに行っていたある方は、声をあげたりと不

穏になることが続きました。しかし、こちらのナー

シングデイに来られ、医療ケアを含めご本人に

適した支援を実施することで穏やかに過ごすこ

とができるようになったそうです。 

私たちは、地域住民の方々との顔の見える関

係づくりのため、住宅周辺の清掃活動や草抜き

をしています。ご近所の方からはあたたかい言

葉をいただきました。毎週月曜の朝に草抜きを

しています。 
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住宅工事を行い、壁や柱を取り除き、広々と

したナーシングデイやすらぎが完成しました。重

症心身障がい児 5 名、高齢者 1名、合計 6 名

の定員となります。 

ナーシングデイやすらぎでは、お子さんの受

け入れをするため介護職員のスキルアップとし

て小児看護の勉強会にも参加しました。着々と

準備を進めています。子どもの視野を体験する

ための特殊なゴーグルをかけて体験したりもし

ました。介護職員が喀痰吸引の研修も受けまし

た。 

2020年 1月、ナーシングデイやすらぎの開所

が近づいてきました。みなさま、どうぞよろしくお

願いします。 

 

■住吉隣保事業推進協会のうごき 

理事会、臨時評議員会 報告 

昨年、11月 18日（土）午後 7時より理事会、

12月 3日(火)午後 7時より評議員会がそれぞ

れ行われました。今回の理事会、評議員会では、

隣保事業を持続可能なものにする取り組みとし

て、新たな資産運用案、経営戦略会議の設置

が検討されました。 

資産運用については、安全性を担保しつつ、

より効率的な運用への乗り換えが検討されまし

た。また法人経営を中長期的な視点にたち計

画する経営戦略会議の設置も検討されました。

これらの案について、積極的な討議がなされ、

理事会、評議員会においてそれぞれ全会一致

にて承認されています。 

住吉地区新年互礼会 報告 

さる 1月 9日（木）午後 6時半より道頓堀ホ

テルにおいて、新春を祝う恒例行事となってい

ます「2020 年住吉地区新年互礼会」が開催さ

れました。国会議員、府議会議員、市会議員、

住吉区・住之江区行政関係の方々、住吉連合

地域活動協議会の方々、住吉・住之江区内の

関係団体の方々、住吉・住之江区内の学校・

PTA 関係の方々、住吉地区内関係団体の方々、

各方面より多くの方に、ご参加いただきました。 

はじめに、主催者を代表して（公財）住吉隣

保事業推進協会の友永健三理事長よりあいさ

つがありました（挨拶全文は下記に掲載）。 

理事長の挨拶の後、つづいて医療法人ハー

トフリーやすらぎ 大橋常務理事より「ナーシン

グデイ やすらぎ」の特別報告がありました。医

療ケアを必要とする子どものデイサービスを、

市営住宅の空き部屋を活用して行うという、住

吉地域での新しい取り組みが報告されました。 

報告の後、来賓の衆議院議員（佐藤議員）、

府議会議員（河崎議員、中村議員）、市会議員

（多賀谷議員、上田議員、中田議員、伊藤議員、

岸本議員）のみなさまより一言ずつごあいさつ

をいただきました。 

つづいて恒例の鏡割りが行われ、住吉連合

地域活動協議会の鈴木会長の発声で乾杯が

行われました。その後、食事を取りながら和や

かな懇談があり、参加者一同親睦を深める機

会となりました。 
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最後は、部落解放同盟大阪府連合会 住吉

支部 友永支部長が締めくくりの挨拶を行い閉

会しました（参加者数 69名）｡ 

 

【公益財団法人 住吉隣保事業推進協会 

友永理事長 新年互礼会挨拶全文】 

新年、あけましておめでとうございます。 

皆様におかれましては、良き新年をお迎えに

なったことと存じます。旧年中は、当財団並びに

住吉隣保事業推進センター（すみよし隣保館 

寿）に対しまして、多大なご支援をいただきまし

たことに御礼を申し上げます。 

さて、今年は、1945 年に第 2 次世界大戦が

終結し、この大戦の反省から国際連合が創設

され 75 年にあたりますが、日本も含め世界は

深刻な問題を抱えているといわねばなりません。 

一つ目は、大規模な戦争の危機、核を含む

軍備増強がみられることです。具体的には、昨

年末、米朝首脳会談が開催されず、北朝鮮は

ICBM（大陸間弾道ミサイル）や核兵器開発再

会を表明、アメリカ側もいかなる事態にも対応

する準備ができていることを明らかにしていま

す。また、今年に入り、1 月 2 日アメリカが、イラ

クのバクダッドでイランのカセム・ソレイマニ司

令官等を無人機からのミサイル攻撃で殺害。イ

ランはアメリカに対して報復するとし、ベトナム

戦争以上の惨事に引き込まれることになると表

明しています。 

二つ目は、地球温暖化に代表される地球環

境問題の深刻化です。近年世界各地で熱波や

豪雨、台風やハリケーン等の被害が増大してい

ます。日本でも昨年、台風 15 号（9 月）、19 号

（10 月）が千葉県、福島県、長野県等を襲い甚

大な被害をもたらしましたし、昨年 9 月から現

在もなおオーストラリアのニューサウスウェール

ズ州等では、歴史上最大規模といわれる森林

火災が続いています。 

三つ目は、自民族優先、他民族排斥の風潮

が日本も含めて世界的に強まっているという問

題です。この背景には、世界的にも、一国内的

に貧富の差がかつてなく拡大してきているとい

う問題があります。  

今年は、水平社宣言の起草者であった西光

万吉さんが亡くなって 50 年という節目の年に

なります。わたしは、昨年 8月、50回目を迎えた

高野山の夏期講座の全体講演で、「西光万吉

さんから学ぶ」との演題で話をさせていただき

ましたが、その中で水平社宣言の意義とともに、

西光さんが戦後「和栄策」を提唱し、日本国内

はもとより国連にも働きかけておられたことを紹

介させていただきました。「和栄策」とは、西光

さんの造語で、平和なもとで共に栄える世界の

構築を訴えかけられたものです。具体的には、

世界各国が軍事費に使っている予算を発展か

ら取り残された国々の人びとの支援に振り向け

ること、このために憲法 9 条を持つ日本がまず

それを実行していくという考え方です。従来日

本国内でも、「大砲よりもバターを」との主張が

されてきましたが、西光さんの「和栄策」は日本

国民だけがよくなったら良いというものでなく、

世界的な視野を持って呼びかけられたもので

す。西光さんのこの呼びかけは、先に紹介しまし
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た今日の世界の状況を直視した時、改めて評

価されなければなりません（注）。 

昨年 11月フランシスコ・ローマ教皇が長崎と

ヒロシマを訪問し、アピールを発表されましたが、

その中でも膨大な額に達している世界の軍事

費を世界から貧困を根絶するために振り向け

るべきだとの呼びかけが行われています。また、

国連が 2015 年から 2030 年までの期間を設

定し、「誰一人とり残さない」世界の構築を目

指して取り組んでいる SDGs(持続可能な開発

目標)の 17 目標の中にもこの視点が盛り込ま

れています。1月 20日から開会されます通常国

会で 2020年度予算が審議されますが、日本の

防衛予算（軍備予算）も 5兆 3000億円余と過

去最大になっていますが、西光さんやフランシス

コ教皇の訴え、SDGs の視点からの検討が必

要なのではないでしょうか。 

さて、地元住吉地区にとりまして本年は、

1960年に住吉隣保館が建設されて 60年とい

う節目の年にあたります。住吉隣保館は、住吉

地区住民の生活と人権を守るため、住吉地区

住民と近隣住民との交流を促進していくための

センターとして建設され、その後住吉解放会館

（1970年～2000年／1977年新築移転）➡住

吉人権文化センター（2000～2010 年）➡市民

交流センターすみよし北（2010年～2016年）、

そして今日の住吉隣保事業推進センター（すみ

よし隣保館 寿）として 60 年間様々な事業を展

開してきました。 

すみよし隣保館 寿は、市民交流センターすみ

よし北の閉鎖という事態を受けて、多くの団体

や個人の御支援をいただき 2016 年 4 月に開

設され、総合生活相談、子ども学習支援、子ど

も料理食堂、多世代住民への活動場所の提供、

識字活動、人権教育・啓発推進事業、図書室の

開設、諸団体の事務所の提供、などの事業を

実施してきています（2018 年度の利用者は

26,683名、2020年 1月 9日時点の登録サー

クル数は 145団体)。 

これらの事業の大半は、隣保事業ですが、厚

生労働省が定めた隣保館設置運営要綱に「隣

保館は地方公共団体が設置し運営する」との

規定があるため、当センターの建設、当センタ

ーを拠点とした諸事業の実施に対して、国なり

大阪市の財政的な補助が全くない状況が続い

ています。このため、当法人として①賛助会員

の拡大、②貸室利用率の向上、③有利な資金

運用、④民間の助成金の活用、⑤寄付金の拡

大、⑥大阪市や国への要請など鋭意努力を積

み重ねてきていますが、センター開設以降、収

入不足の状態が続いています。このことは、当

初から見込まれていたため、この 4 年間、運用

資金で充当してきていますが、早急に持続可能

な状態を構築したいと考えています。 

つきましては、本日ご参加頂きました皆様方

におかれましても、①貸室の利用、②賛助会員

への登録、③ご寄付、④図書室のボランティア、

⑤大阪市や国への働きかけなどの面で、これま

でに倍するご支援をいただきますようお願いし、

新年互礼会開催にあたってのごあいさつと致し

ます。ありがとうございました。 

2020年 1月 9日 

公益財団法人住吉隣保事業推進協会 

理事長  友永 健三 

 

（注）「和栄策」については、加藤昌彦『水平社

宣言起草者  西光万吉の戦後』明石書店、

2007年参照（すみよし隣保館 寿の図書室にあ

ります） 

西光万吉邸：和歌山県紀の川市西井阪  

（連絡先）西光万吉顕彰会事務局 

電話 0736－77－7880 
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ご寄付のお願い 

当法人では、総合生活相談（無料法律相談

含む）、自主学習支援事業、就労支援事業、居

場所・食育事業、識字・日本語教室支援、公益

貸室事業、図書事業、人権教育推進事業など

を公益目的事業として実施しています。 

具体的には、支援を要する方々の身近な相

談場所として、学習支援の場所として、また地

域の誰もに開らかれた交流の場所・居場所とし

て、人権啓発の研修、講座、人権のまちづくりの

拠点としての様々な事業を実施しており、これら

は皆様のご寄付によって支えられています (ご

寄付は、個人からだけでなく団体からも受け付

けております）。いただきましたご寄付は、法人

で実施するこれらの公益目的事業の経費、住

吉隣保事業推進センターの維持管理に使わせ

ていただきます。私たちの取り組みに、ご理解と

ご協力をぜひお願いいたします。なお、公益法

人に対してご寄付された方は、税制上の優遇

措置を受けられます。寄付額に応じて、個人ま

たは法人の所得から一定額が控除されます

（詳しくは事務局までご相談ください）。 

 

【ご寄付の方法】 

下記、口座にて銀行振込によるご寄付を受

け付けています。直接事務局へのご持参いただ

いても結構です。 

 

＜事務局＞ 

住吉隣保事業推進センター 

大阪市住吉区帝塚山東 5-6-15 

電話 06-6674-3732 

＊ご寄付の際には、寄付申込書に必要事項を  

ご記入いただきます。 

 

＜振込先口座①＞ 

みずほ銀行 住吉支店（店番号：471）  

普通口座 （口座番号：1606068）   

口座名義 公益財団法人住吉隣保事業推進協会 

 

＜振込先口座②＞ 

大阪信用金庫 住吉支店（店番号 041） 

普通口座（口座番号 0115047）  

口座名義 公益財団法人住吉隣保事業推進協会 

 

賛助会員を募集しています！ 

住吉隣保事業推進協会は、法人の事業活動

を後援する賛助会員を募集しています。加入し

ていただければ、当法人の活動をまとめた機関

紙「すみりんニュース」をお送りします。また、当

法人が主催する指定講座に参加費半額免除

でご参加いただけます。 

法人主催の指定講座のようす 

<年会費>  

個人：3,000円 団体：10,000円 

【申し込み方法】 

所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、

年会費と一緒に、当法人にご提出ください。 
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すみよし隣保館寿をご利用ください 

〇貸室について 

すみよし隣保館寿ホームページから貸室の

空室状況をご確認いただけます。料金もリーズ

ナブルに設定しています。ぜひご活用ください。 

〇図書室について 

すみよし隣保館寿図書室には、部落問題を

はじめとした人権問題の解決に関連した本・雑

誌や日々の暮らしに役立つ本・雑誌を所蔵して

います。新着の本もたくさんあります。 

開室時間は、月・火・金曜日、第 1.3 木曜日

の午後 1 時 30 分～午後 5 時です。ボランティ

アのみなさんによる運営なので臨時で休みに

なる場合もあります。 

 

2019年度住吉部落史研究会のご案内 

『住吉隣保館法律相談事業の 20年』 

とき：2020年 2月 21日（金） 

午後 7時～午後 9時 

場所：すみよし隣保館寿 1階地域交流スペース 

報告者：遠藤比呂通さん（弁護士） 

定員：20名 

参加・資料代：500円（賛助会員半額） 

 

2000 年 4 月、住吉解放会館の相談事業の

一環として住吉隣保館法律相談事業は産声を

あげた。以来、2020年4月で満20年を迎える。

毎月一度、同じ弁護士が継続して、関係諸機関

との協力体制をとりながら 240 回続きてきたこ

とになる。地域内外からの相談を常に受け付け

てくださる他の相談員の方々

との協力があってのことであ

る。個別の事件については、

プライバシーの関係で紹介

できないが、私が学んだこと

を直接にお話しさせていただ

くつもりです（弁護士 遠藤比呂通）。 

【参加申込・問い合わせ】 

公益財団法人 住吉隣保事業推進協会 

大阪市住吉区帝塚山東 5-6-15 

電話 06-6674-3732 FAX06-6674-3700 

---------------------------------------------------------- 

■お知らせ 
NHK バリバラ Eテレ（木）夜 8：00～ 

BLACK IN BURAKU ～アフリカンアメリ

カン、被差別部落をゆく～ 

2月 6日（前編）  2月 13日（後編） 

メディアではタブーとされがちで、教育現場

で教えられることも少ない「部落問題」。同じく

被差別の歴史を持つアフリカ系アメリカ人たち

が、大阪市内の部落をたずね、地域に暮らして

きた人たちの思いに触れる。その目に、現代日

本の被差別部落はどのように映るのか？ スタジ

オには、部落にルーツを持つ 6 名が出演、誇ら

しい部落内の濃い人間関係から、ネットの書き

込みを見て受けたショック、結婚忌避に打ちの

めされた悔しさまで、赤裸々に語る。 

---------------------------------------------------------- 

■公益財団法人 住吉隣保事業推進協会 

 ホームページアドレス  

 http://sumiyoshi.or.jp 

＊「すみりんニュース」は、 

  2カ月に 1回、 

  奇数月に発行いたします。
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