
今までに行なってきた活動を降順でご覧いただけます。

2022.6.15更新

開催場所　ほか

備考

5月28日 講演会
これからの私たちの暮らしと社会保障

～社会保障は誰のためにあるの？～

香取照幸（元厚生労働省年金局長・

上智大学総合人間科学部教授

一般社団法人未来研究所臥龍 代表理事）

ドーンセンター

＆ ZOOM

2022年 団塊世代の暮らしと介護に関する意識・実態調査

3月31日 『報告書』完成！

小芝 礼     ：医療法人呉診療所ケアプラン

センター・ケアマネジャー

新型コロナウイルスが介護現場にもたらしたもの 岡崎和佳子：有限会社菜の花代表取締役、 ドーンセンター

～今後の課題と対策を考える～ ケアマネジャー ＆ ZOOM

長福洋子：　NPO法人エフ・エー 理事

コーディネーター

世話人（呼びかけ人）

植本眞砂子（高齢社会をよくする女性の会・大阪）、伍賀偕子

（元大阪総評オルグ）

村上幸子（働く女性の人権センターいこ☆る）

このページでは、「高齢社会をよくする女性の会･大阪」が

運営委員会：毎月第２土曜日午前10時～12時　　役員会：適宜開催　　会報編集会議：各号３～４回   4回／年発行

研究会　①介護問題研究会：原則として毎月第4金曜日に開催　　➁シニアライフ・サポート倶楽部：奇数月第1水曜日に開催

③認知症勉強会：偶数月第１水曜日に開催

2022年度（令和4年度)

 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

お別れ会 津村明子さん（当会初代代表）お別れ会 ドーンセンター

3月19日 講 演 会

2022年

12月19日

2021年度（令和3年度)

報告書発行 プロジェクトを立ち上げ、介護問題研究会の作業班



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

12月22日

12月8日

9月19日 会報発行 会報第108号は｢コロナ特集号｣ 会員25名の寄稿

衆議院選挙に向けて、8政党に介護問題にかかる ①   自由民主党　   ②公明党

6項目の公開質問状を出し、全政党から回答を得 ③   立憲民主党　　④国民民主党 　質問状郵送

て、ホームページで公開！ ⑤  日本共産党　　⑥社会民主党 　メールで返信

⑦  日本維新の会　⑧れいわ新選組

小竹 雅子 ドーンセンター

（市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰） ＆ ZOOM

コロナ禍のため､2020年度･21年度の総会は

ハガキによる書面議決で決議！

2021年

２月

1月
パブリック

コメント提出

第8期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画に

対し、会員が居住する自治体にパブコメ提出
会員 各自治体に提出

2021年

11月14日
講演会

｢人生100年時代、自分らしく地域で生を全うする

  ～ホームホスピス」って、どんなの？～

風の栞　　松澤ミサホ

ふさの家　東田敦子
ドーンセンター

10月17日 講演会 ｢医師の視点・家族の視点で認知症ケアを考える｣
松本一生

（医療法人圓生会松本診療所院長　老年精神科医）
ドーンセンター

9月14日
講演会

（合同勉強会）

介護保険制度は、持続可能？

　～コロナ禍と介護を考える～

堤 修三　元厚生労働省老健局長、元大阪大学大学

　　　　　院教授　 現(社福)サン・ビジョン理事長
大阪市中央公会堂

事前に「議案書」を郵送

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会・

会長　森喜朗氏の女性蔑視発言に対して抗議文送付

講習会（2回） ＺＯＯＭ講習会（会員対象） ㈱Reagal cast 山口小雪　児島拓也 ドーンセンター

国際女性年大阪連絡会参加団体

5月29日 総会

2020年度（令和2年度)

抗議文書送付

7月17日 講演会
当会初めての、会場とZOOMのハイブリッド講演会「どう

なってんのん？ 介護保険」

8月16日 公開質問



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

2020年

2月8日

トークセッション

（会員対象）

「考えよう！ 人生100年時代」

～これからの わたしたちの暮らし～

【暮らしについて】【健康のこと】

【お金の問題】【最期への希望】
ドーンセンター

12月22日 介護保険

フォーラム

身近に迫りくる介護  なのに、ドンドン使いにくく

なる介護保険制度！ どうしよう･･･

どうにかしないと･･･！

石田路子

（名古屋学芸大学　看護学部看護学科教授）

NPO法人高齢社会をよくする女性の会　理事ほか

ドーンセンター

9月21日 講演会
「在宅医療について」

　　～その「仕組み」と「実践」での問題点～

中嶋啓子

（医療法人啓友会理事長・医師）
大阪府社会福祉会館

5月25日 講演会
『百まで生きる覚悟』って？！

　　～超長寿時代の「身じまい」の作法～

春日 キスヨ

（高齢社会をよくする女性の会・広島代表

 　臨床社会学者、元松山大学人文学部教授）

ドーンセンター

2019年

3月24日

2月25日 講演会
“介護”なんて なんとかなると思っているあなた！？

今のままだと将来､介護保険は､あてにできません！

伊藤 みどり（働く女性の全国センター(ACW2) 副代

表・ホームヘルパー）
ドーンセンター

講演会

 日下部雅喜（大阪社会保障推進協議会・介護保険

　　　　　　　　対策委員）

現場からの報告  渡辺順子、渡邊令子(ケアマネ)

 瀬能邦子(運営委員)

安心の｢社会保障｣というけれど･･･？ 北 明美

～ジェンダー視点で世代間の対立を考える～ （福井県立大学　看護福祉学部教授）

設立25周年 「地域で”生”をまっとうするには？」

記念講演会 ～在宅医療の経験から見えてきたこと～

他団体との協働で･･･「介護問題ホットライン」

「在宅介護」今の制度でどこまでできる？ ドーンセンター

報告会＆交流会 大阪市総合学習センター

7月14日 シンポジウム ドーンセンター

5月26日 久坂部 羊  (医師＆作家＆大学講師) ドーンセンター

2018年度（平成30年度)

高齢社会をよくする女性の会・大阪 他

大阪宅老所・グループハウス連絡会

2019年度（平成31年度・令和元年度)

11月4日



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

講演＆

ワークショップ

10/1～

9月29日

「いざという時の身の安全と暮らしを考える」 菊田 功

セミナー＆ ～地域防災の立場から～ （大阪市危機管理室防災計画課長補佐

ワークショップ 「さあ、どうする？」災害図上訓練 朝里和也さん

（大阪市危機管理室防災計画担当）

「ひとりぽっちをつくらない」 勝部 麗子

～ CSWの活動を中心に、地域包括ケアを考える～ 豊中市社会福祉協議会福祉推進室長

コミュニティ・ソーシャルワーカー(csw)

2017年 ヒアリング調査『報告書』出来ました！

3月31日 　“生活援助” は自立生活の生命線！

2016年 「高齢期の“家事援助“を考える」

11月26日 ～国際比較とジェンダーの視点からの議論～

介護保険 新総合事業

～大きく変わる介護サービス～

大阪府内各市の

「介護予防・日常生活支援総合事業」の進捗状況

『報告書』作成に向け、社会調査の専門家である 石田路子

石田 路子 さんからレクチャーを受けた。 (城西国際大学総合福祉学部副学部長)

｢混合介護」ってなに？

　～今後どうなる私たちの介護～

結城 康博

（淑徳大学教授、元厚生労働省社会保障

　　　　　審議会介護保険部会委員）

講演会＆報告

関本 充史（作業療法士・介護支援専門員・

　　　　　　㈱かなえるリンク 取締役)

　当会所属の市町村議会議員

「小さな農 と 食の歓び」～コミュニティハウス法隆寺11

年の中で～

向平すすむ

　　　　日本で初めての株主居住権型コミュニティ

　　　　ハウスを設立

5月28日 講演会

5月14日 研修会 大阪歴史博物館

ドーンセンター

講演会 斉藤 弥生（大阪大学大学院教授） ドーンセンター

10月29日 ドーンセンター

報告書完成 プロジェクトチーム

1月22日 講演会 ドーンセンター

5月27日 講演会 ドーンセンター

電話相談 他団体との協働で、介護問題ホットラインを開設！ ドーンセンター

7月8日 ドーンセンター

10月29日 「どうする！ 医療介護連携」
井上 由美子（NPO法人高齢社会をよくする

　　　　　　女性の会･理事、元城西国際大学教授
ドーンセンター

2017年度（平成29年度)

2016年度（平成28年度)



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

リーフレット 「高齢社会をよくする女性の会・大阪」 紹介リーフ

作成 　レット完成！（A３版　四つ折り　フルカラー　厚紙）

介護が必要になったとき､あなたは､どうする？

～介護保険と在宅介護 ― ヒアリング調査から

　　　　　　　　　　　　見えてきたこと～

平成27年度「大阪市市民活動推進助成事業」・

「藤枝澪子基金助成事業」

2月～ 主催：大阪市立大学大学院 創造都市研究科

6月
都市共生社会研究分野

共催：当会他5団体

5月 講演会
医療と介護の連携の今

　　～地域包括ケアの光と影～

和田光徳　（兵庫大學生涯福祉学部社会福祉学科教授・元

岸和田市民病院地域連携センター室長）
ドーンセンター

2014年

　3月
報告書作成

20周年記念事業

　平成25年度大阪市市民活動推進助成事業

　  介護保険の“生活援助”に関する

 　『アンケート調査報告書』完成！

プロジェクト委員

ドキュメンタリー映画『何を怖れる』

～フェミニズムを生きた女たち～

11月 講演会
「元気よく機嫌よく老い迎え」

　～そして我が家から逝きたい～

沖藤 典子　NPO法人高齢社会をよくする

　　　　　　女性の会副理事長、作家

　　　　　　元厚生労働省社会保障審議会委員

エル・おおさか

20周年 総会議事のあと、「会」の20年に亘る

記念総会 “歩み” を上映 (広報部作成・150余枚のスライド）

2016年

３月

結城康博  (淑徳大学教授)

井上由美子 (元城西国際大学教授・　　　　　　NPO法人 高

齢社会をよくする女性の 会 理事)

福井英夫 (元大津市役所介護保険担当職員・

　　　　　　街なか居住研究会準備会)

「認知症と共に生きる」

～認知症行動マップを作ってみて～

春日 キスヨ

　　　臨床社会学者・元松山大学人文学部教授

　　　「高齢社会をよくする女性の会・広島」代表

介護問題連続シンポジウム（2015年2月～6月）

　他団体との協働事業 ３回シリーズ

12月 講演会

2014年度（平成26年度)

2015年

3月1日
映画上映 ドーンセンター

シンポジウム 大阪駅前第2ビル

６月
解説は、当会設立以来のメンバーの山田芳子元副代表・現

運営委員(広報部)
ドーンセンター

ドーンセンター

2015年度（平成27年度)

PLP会館
バネル

ディスカッション

リーフレット委員会



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

上野千鶴子　東京大学大学院先端総合学

20周年 術研究特別招聘教授

記念講演会 認定NPO法人ウイメンズアクシ

ョンネットワーク(WAN)理事長

5月
「地方公聴会・大

阪｣で意見陳述

衆議院厚生労働委員会「地方公聴会・大阪｣で

「介護保険の改正法案について」参考人として

意見を述べました！

吉年千寿子（介護問題研究会座長） 新大阪ワシントンホテル

2014年

3月
報告書完成 プロジェクト委員

3 月
出前講座

（講師派遣）
小林 敏子代表 大阪YWCA

3 月 学習会 「地域包括支援センター、その本当のところ」
大阪市・吹田市・富田林市・枚方市、

各市の地域包括支援センター職員
ドーンセンター

内閣府 平成24年度地域における男女共同参画促進を 西山 良隆　（スマイルウエイ・

支援するためのアドバイザー派遣事業 男性介護者の家ほっこり庵」代表)

「男の介護・女の介護」 中務 公子　渡辺 順子

1 月
出前講座

（講師派遣）
3回シリーズ「介護保険の基礎講座」 当会・介護問題研究会メンバー クレオ大阪中央

12 月 報告集会 ｢介護保険ホットライン関西・2012 」報告集会
｢介護保険ホットライン関西・2012 」

　実行委員会
ドーンセンター

12 月
出前講座

（講師派遣）

「wabas大阪・活動の紹介」

　　～自分たちの活動をどう広げていったか～
山田 芳子（当会運営委員・元副代表）

(財)大阪市女性協会

此花区民センター

10 月
出前講座

（講師派遣）

クレオ大阪セミナー「50歳から準備！

　　～おひとりさま充実生活～」
小林 敏子代表 他　当会会員 クレオ大阪中央

9 月 全国大会
NPO法人高齢社会をよくする女性の会・

全国大会 in 堺

樋口 恵子 (NPO法人高齢社会をよくする女性の会 理事長)・

全国大会実行委員会
堺市立市民会館

7 月
出前講座

（講師派遣）
介護保険の基礎講座 当会会員 大阪手をつなぐ育成会

2012年度（平成24年度)

2 月 シンポジウム ドーンセンター

2013年度（平成25年度)

ドーンセンター６月 「在宅ひとり死のススメ」



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

8 月 講演会

内閣府｢地域における男女共同参画促進を支援するための

アドバイザー派遣事

地域包括ケアシステムってなに？

結城 康博 (淑徳大学准教授) ドーンセンター

6 月 電話相談 介護保険ホットライン関西・2012
介護保険ホットライン関西・

2012実行委員会
ドーンセンター

5 月 講座 3回シリーズ「介護保険の基礎講座」 当会介護問題研究会メンバー ドーンセンター

5 月 報告会 被災地に立って見えてきた事
被災地でボランティアをした当会会員

　中本 美智子・川原 千鶴子・坂本やす子
ドーンセンター

3月 講演会
脳卒中・認知症・骨粗鬆症からわが身を守って

老いてもすこやかな暮らしを！」
中山 博文 医師（中山クリニック院長） ドーンセンター

2 月
出前講座

（講師派遣）
「高齢者のための生涯学習」 中尾 敦子（当会副代表） 宝塚市男女共同参画課

12 月 報告集会 ｢介護保険ホットライン関西・2011 報告集会｣ ホットライン実行委員 ドーンセンター

11 月 合同勉強会
最期まで自分らしく暮らすために

　～知っておきたい任意後見制度～
大久保 育子・山口 春美 (トムテ) ドーンセンター

11 月
出前講座

（講師派遣）
「老いてもなお光を求めて」 山田 芳子（当会運営委員） 一金会(神戸大学同窓会)

11 月
出前講座

（講師派遣）
「検証！誕生10年介護保険のイロハ」

中尾 敦子（当会副代表）

川原 千鶴子（当会会員）
吹田市生涯学習課

10 月 講演会
認知症への対応

 ～医療と介護、それぞれの役割と連携について～
小林 敏子代表 ドーンセンター

9 月 講演会
社会保障の今とこれから

　　　～年金・医療・雇用・介護など～
樽谷 かず子 (特定社会保険労務士) ドーンセンター

7 月
出前講座

（講師派遣）
「老後を楽しく過ごす」～高齢社会をどう生きるか～ 小林 敏子代表

東大阪市男女共同参画セン

ター・イコーラム

7 月
出前講座

（講師派遣）
「人生の長い午後　いつまでも ときめいて生きたい！」 山田 芳子（当会運営委員） 泉北おんなの大学

6 月 電話相談
 　介護保険ホットライン関西・2011

　　　　　　　　　　　(電話何でも相談)

介護保険ホットライン関西・2011

 　実行委員会
ドーンセンター

2011年度（平成23年度)



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

5 月 イベント 落語会＆交流会 千里屋 笑入（関西大学落語大学） ドーンセンター

3月 講演会 高齢者政策を男女共同参画の視点でチェック 植本 眞砂子（当会運営委員） ドーンセンター

2 月
出前講座

（講師派遣）
認知症サポーター養成講座 他 田代 眞朱子（当会事務局長） 城東区民生委員協議会

12 月 報告会  ｢介護保険ホットライン関西・2010 報告集会｣
介護保険ホットライン関西・2011

　実行委員会
ドーンセンター

11 月
出前講座

（講師派遣）

老いる準備

　～病気になったり介護が必要になったらどうする
小林 敏子代表

日本キリスト教団

　高齢者問題委員会

10月 講演会
 これからの在宅介護を考える

～認知症高齢者、高齢要介護者を地域でどう支えるか～
斉藤 弥生（大阪大学准教授） ドーンセンター

8月
出前講座

（講師派遣）

「高齢期の住まいはどこに？」

　　 ～いくらかかるの？介護の値段 ～
角本 典子・古田 洋子（当会運営委員） 吹田市生涯学習課

8 月 講演会 「老後を生き抜くコスト」 結城 康博 ドーンセンター

介護保険ホットライン関西・2010

 　　実行委員会

5 月
イベント

総会のあと
「介護保険ホットラインあれこれ」～お話と寸劇～ 会員 ドーンセンター

3 月
出前講座

（講師派遣）

寸劇４話 　いきいき暮らそう！

　　大丈夫ですか？「あなたの老い支度」
「劇団wabas大阪」メンバー 伊丹市立人権啓発センター

3 月 講座 認知症サポーター養成講座＆フォーアップ講座 足立 徳美（認知症ケア専門士）　他 ドーンセンター

3月
出前講座

（講師派遣）
介護保険の基礎知識 瀬能 邦子（当会運営委員） 弁天町市民学習センター

3 月
出前講座

（講師派遣）
介護保険の上手な活用方法 熊野 以素（当会会員）

3 月
出前講座

（講師派遣）
ワークショップ「ケアプランづくりの実際」

舟橋 真理子 (当会会員・ケアマネジャー) wabasメンバー

4名

2009年度（平成21年度)

6 月 電話相談  介護保険ホットライン関西・2010 ドーンセンター

2010年度（平成22年度)



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

2 月
出前講座

（講師派遣）
「介護保険と小規模多機能型居宅の役割について」 瀬能 邦子（当会・介護問題研究会メンバー） NPO法人介護の家コスモス男山

２月
出前講座

（講師派遣）
「安心して暮らせる老いの住まい方」 角本 典子・古田 洋子（当会運営委員） 茨木市　ローズワム

2 月 講演会
「介護保険はどうなるん？」 ～介護保険の10年を

　　　　振り返り、これからの10年を考える～
堤　修三（大阪大学大学院教授） ドーンセンター

1～2月
出前講座

（講師派遣）
「介護保険について」 熊野 以素（当会・介護問題研究会メンバー） ウイズはんなん女と男委員会

1 月
出前講座

（講師派遣）

「私の老後は何とかなるの？」

　　家族とお金と知恵と友だち
中尾 敦子（当会副代表） 西宮市女性ネットの会

11 月
出前講座

（講師派遣）
生涯学習「高齢期を輝いて生きるために･･･」 中尾 敦子（当会副代表） 宝塚市人権男女共同参画課

11 月 講演会
どうなってんのん？日本の社会保障

　　～新たなセーフティネットの構築に向けて～
埋橋 孝文（同志社大学教授） ドーンセンター

10 月
出前講座

（講師派遣）

「高齢者がどういう人権問題を抱えがちかという

　視点からの話」
熊野 以素（当会・介護問題研究会メンバー） 大阪市港湾局経営管理部

7 月 養成講座 認知症サポーター養成講座
古田 洋子・田代 眞朱子

（当会運営委員・キャラバンメイト）
ドーンセンター

５月 総会後のイベント お話と朗読の会
藤山 喜子・路井 恵美子

　　　（当会会員・関西芸術座）
ドーンセンター

2 月
出前講座

（講師派遣）
揺れる時代の中で、最後まで自立して生きる 山田 芳子（当会運営委員） 茨木市ローズWAM

2 月 シンポジウム
これでいいのか！？「介護保険」市民から見る介護

保険「意見交換会」

山田 裕喜男・西海 博之・川上正子

青木富子・中務 公子
ドーンセンター

2008年度（平成20年度)

ドーンセンター

瀬能 邦子（当会・介護問題研究会メンバー）

熊野 以素（当会・介護問題研究会メンバー）

向　昭子・大嶋 真理・舟橋 真理子

　　　　　　　　　(ケアマネジャー)

7 月

きちんと知ろうよ！「介護保険のこと」

　①介護保険ってどんなもの？

　②上手に使おう介護保険

　③介護こんな場合は…？「ケアプランに挑戦！」

ワンコイン勉強会



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

1 月
出前講座

（講師派遣）
介護予防 ～健康寿命をいつまでも～

久原 正子 (当会運営委員)

中尾 敦子 (当会副代表)
大阪府消費生活センター

1 月
出前講座

（講師派遣）
自分らしく年を重ねるために 中尾 敦子 (当会副代表) 泉大津市市民会館ホール

1 月
出前講座

（講師派遣）

「介護が必要になっても、自分らしく明るく前向きに生き

るためには」
中尾 敦子 (当会副代表) 泉大津市男女共同参画課

3 月 講演会
介護労働から見る介護保険

　～どこに行く？介護の社会化～
堤 修三・当会介護労働研究会メンバー ドーンセンター

12 月
「介護保険を持続・発展させる1000万人の輪」に

当会も参加する
樋口 恵子　白澤政和　他

11 月
出前講座

（講師派遣）

「人生の主役はわたし」

　　～自分らしく生きるために、今できること～
山田 芳子（当会元副代表） あかし男女共同参画センター

11 月
出前講座

（講師派遣）
「認知症がやってきた」その時、あなたはどうする？ 劇団wabas大阪 (当会会員) クレオ大阪中央

11 月
出前講座

（講師派遣）
「介護労働の現状と展望」 玄場 絢子（当会運営委員） 介護の家コスモス男山

11 月
出前講座

（講師派遣）
「もしかして認知症？ 親が、自分が、友人が…」 小林 敏子代表 泉佐野市人権推進課

10 月 意見書提出
舛添 要一厚生労働大臣宛に

「介護報酬・介護保険見直しに関する意見書」提出
介護問題研究会

10 月 語ろう会
「介護が突然やってきた！」

　　～そのとき男たちは…男性からの発信～

西山 良孝 (NPO法人スマイルウエイ代表) 他

介護中の男性３名
ドーンセンター

9 月 語ろう会 「介護について語ろう会」～女たちの井戸端会議～ 久原 正子・田中 美智子（当会会員） ドーンセンター

8 月 講演会（総会後） 「介護保険は瀕死です！！」 小竹 雅子（市民福祉情報・ハスカップ主宰） ドーンセンター

2 月
パネル

ディスカッション

「変わる医療制度」～市議会議員に聞く～

　　(後期高齢者医療制度について)
ドーンセンター

2007年度（平成19年度)



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

2 月 抗議活動

「好きやねんドーンセンターの会」結成に参加。

ドーンセンター存続のための活動にメンバー多数が

積極的に参加。

運営委員他 会員多数 ドーンセンター

12 月
出前講座

（講師派遣）
「人権について」 小林 和子（当会元副代表） 河内長野市立川上公民館

10 月 調査
公的配食サービスについて

　（メンバー居住の14自治体対象)
シニアライフサポート倶楽部メンバー

10 月 見学 配食サービス シニアライフサポート倶楽部メンバー 高槻市いきいき会

10 月
出前講座

（講師派遣）
「高齢者の人権」～認知症について知る～ 小林 敏子代表 茨木市ローズWAM

認知症をもっと知ろう

９月 　第1回「脳の機能と認知症」 松本 一生

10月 3回シリーズ 　第2回「認知症を早期でくいとめよう！ 認知症予防ネットメンバー

勉強会 　　　　　～スリーＡ方式の実践～」 角本 典子 (当会・運営委員)

11月 　第3回「認知症に関して会員による話題提供と

　　　　　参加者の話し合い」

9 月
出前講座

（講師派遣）
「人権について」 瀬能 邦子

河内長野市立

　加賀田公民館

9 月
全国大会番外編・見学

会

認知症予防デイサービス「折り梅」訪問

　（増田未知子さん主宰）
会員4名が参加 静岡市

7 月

ドーンセンター

海外女性ネットワーク事

業

日韓高齢女性の現在(いま) 講演＆トークセッション
シン・ヨンジャ（韓国シニア連合代表・ソウル）竹中 恵美

子・中西 豊子
ドーンセンター

5 月 講演会
｢これからどうなる『年金・医療・介護』｣

（総会後のイベント）
西村 周三（京都大学教授） ドーンセンター

3 月
3回シリーズ　「地域でまもるあなたの権利」

その③パフォーマンス　～こうしてほてし私の介護～
劇団wabas大阪メンバー ドーンセンター

2006年度（平成18年度)

ドーンセンター



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

2 月 トーク＆映画
第1部    トーク「地域に根差し仲間と生きる」

第2部    映画『私の葬送日記』

向平 すすむ

松原 惇子
ドーンセンター

2 月 発表

「高齢社会をよくする女性の会･大阪｣ の活動を報告。他

に「大阪府保育運動件楽会」「新日本婦人の会大阪本部」

が発表

田代 眞朱子・前田 美子・川本 幹子 ドーンセンター

2007年

1 月

3回シリーズ　「地域でまもるあなたの権利」

　その②パネルディスカッション

　　　　　～在宅介護のトラブル あれこれ～

ドーンセンター

12 月 講座
小林敏子 講座シリーズ認知症について

　その③　～認知症の事例～
小林 敏子 ドーンセンター

12 月 講座
小林敏子 講座シリーズ認知症について

　その②　　～認知症ケアの難しさと救い～
小林 敏子 ドーンセンター

10 月 講座（会員対象）
小林敏子 講座シリーズ認知症について その①

　～認知症のメカニズム～
小林 敏子 ドーンセンター

10 月
ドーンセンター

協催事業

3回シリーズ　「地域でまもるあなたの権利」

その③

講演：高齢者虐待の予防と地域支援の対応 講演：地域包

括支援センターに期待される高齢者虐待の対応
福田 弘子

ドーンセンター

小林 昌子・澤 ナオミ・中西 智子・

野村 佳代　仁科 亮子・吉年千寿子

6 月 講演会 年金・医療・介護制度の現状と将来 西村 周三（京都大学教授） ドーンセンター

ロゴ　　　　　　決定。

愛称は「wabas大阪」に！

5 月 懇親会 パフォーマンス&懇親会　（総会のあと） 「劇団シルバームーン」メンバー・会員 ドーンセンター

韓国ソウル女性プラザ訪問＆交流会

私の町の介護保険制度を語る （府内5市の議員と大阪府高

齢介護室参事）

5 月 ロゴ&愛称決定

7 月
パネルディスカッショ

ン
ドーンセンター

11 月

ドーンセンター＆韓国

ソウル女性プラザ機関

協約関連行事に参加

韓国ソウル女性プラザ
中西 豊子　竹 中 恵美子・

大阪の会運営委員4名



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

3 月
出前講座

（講師派遣）

人形劇「エンディングから女の人生を考える」

　～あんな風にしたかった…と後悔しないために～
劇団wabasメンバー クレオ大阪中央

3 月
大阪府ジャンプ活動助成

事業　講演会
よってたかって「改正介護保険」を考える！ 樋口 恵子 ドーンセンター

2 月
出前講座

（講師派遣）

人形劇「エンディングから女の人生を考える」

　～あんな風にしたかった…と後悔しないために～
劇団wabasメンバー 吹田デュオ

2 月 講演会報告会

ご一緒に考えてみませんか？

「高齢期の住まい・暮らし方」

シニアライフ・サポート倶楽部・学習報告会

松岡 洋子　古 田 洋子 ドーンセンター

１ 月 アンケート調査 アンケート調査分析 介護問題研究会

2005年度（平成17年度)



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

12 月
会報発行改正介護保険学

習会特集号

大阪府ジャンプ活動助成事業

5回シリーズ「改正介護保険」学習会・特集号(55号)
広報部・運営委員

11 月
大阪女子大学同窓会

イベントに参加
パフォーマンス「介護保険」 介護問題研究会メンバー

大阪府立大学

学術交流センター

大阪府ジャンプ 　第５回　施設利用者の視点から 瀬能 邦子

活動助成事業 　第４回　サービス提供者の視点から 山田 裕喜男

5回シリーズ 　第３回　成年後見制度・権利擁護事業を学ぶ 小林 和子

「改正介護保険」 　第２回　利用者を中心に・・・ 熊野 以素

９ 月 学習会 　第１回　自治体の視点から 吉年 千寿子 ドーンセンター

９ 月 アンケート調査 改正介護保険に関するアンケート調査

８ 月 ヌエック・フォーラム 「介護保険こっち向け ホィ！」 中尾 敦子他 会員 国立女性教育会館

7 月
３回シリーズ講座

「年金を学ぶ」

第１回「年金制度とわたし」

第２回「年金制度どうなる老後の暮らし・年金

            だけで大丈夫？」

第３回「私のファイナンシャルプランを立てて

            みよ う！」

樽谷 かず子 ドーンセンター

５ 月 総会後のイベント 「介護保険こっち向けホィッ！」 劇団wabas大阪 ドーンセンター

５ 月 委員会発足 活性化委員会 活性化委員（運営委員） 大阪市生涯学習センター他

10月 セミナー 女性の視点からみる「老いの住まいと暮らし方」
中川 倶子（アルファプラン建築事務所代表）

高橋 定子（高橋空間工房）
ドーンセンター

12月 シンポジウム
東京の会・年末恒例討ち入りシンポに

　　　　　　　　　　　パフォーマンスで参加
劇団シルバームーン有志 東京

太田房江大阪府知事を迎えて

　第1分科会　介護保険制度をめぐって

　第2分科会　高齢者介護の実態 太田房江(大阪府知事)

　第3分科会　高齢者の社会参加 当会会員多数

　第4分科会　高齢女性の暮らしの問題

ドーンセンター12月
ドーン100人

　ミーティング

10 月 ドーンセンター

2004年度（平成16年度)

介護問題研究会



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

11 月 シンポジウム どうなる！「介護保険制度見直し」 山崎 史郎（厚生労働省老健局総務課長） PLP会館

10月
北京JAC

全国シンポジウム

当会が分科会10を担当　「高齢女性と社会保障」

　～介護の社会化 きのう・きょう・あした～

山田 芳子・田中 美智子・

津山 好子・中尾敦子
ドーンセンター

9 月 提言書提出
介護保険制度見直しに関する『提言書』を

　坂口力・厚生労働大臣に手渡す
介護保険見直しプロジェクトメンバー 厚生労働省

9 月
パネル

ディスカッション
国会議員と語ろう「介護保険制度の見直し」

竹本 直一（自民党）・山本 隆（民主党）

福島 豊 (公明党)・小林 美恵子(共産党)
ドーンセンター

8 月
ヌエックジェンダー

フォーラム

ワークショップ＆パフォーマンス

　「私たちのための介護保険制度に向けて」
介護保険見直しプロジェクトメンバー

国立女性教育会館

　ヌエック

6 月 講演会
介護保険の現状と課題を探る　～見直しへの提言～

　「痴呆高齢者ケアと介護保険」

松本 一生（精神科医・松本診療所院長）
ドーンセンター

6 月 座談会 会報50号発行記念座談会
竹中 恵美子・小林 敏子・森 俊江・

山田 芳子
ドーンセンター

5 月 総会イベント

映画＆トーク

　映画『母のいる場所』槙坪 夛鶴子監督

　トーク「ともに輝いて生きる」

トーク（原作者・監督・出演者による）

久田 恵・ 槙坪夛鶴子・馬淵晴子・小笠原 町子
ドーンセンター

5 月 意見交換会

介護保険利用の現状と課題　～見直しへの提言～

　会員による意見交換会（テーマ毎にグル―プを

　組んで）

分科会発表者中尾敦子・瀬能邦子

森田知代・芝野和子・喜谷和子・

吉年千寿子・澤井昌子・熊野以素

ドーンセンター

4 月
プロジェクト

立ち上げ

介護保険見直しプロジェクトを立ち上げる。

厚生労働省に『提言書』を届け、機会あるごとにアピール

活動を目的に。

介護保険見直しプロジェクト

(運営委員・会員)



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

2 月
パネル

ディスカッション

介護保険利用の現状と課題

　　～見直しへの提言～

利用者・利用者の家族・

ケアワーカー・ケアマネジャー・

事業者・オンブズマン他

ドーンセンター

12 月
講演＆

 シンポジウム

「ケアワークからみる高齢社会の女性と経済」

第1部　講演：「女性と労働・男性稼ぎ手モデルの

　　　　　　　  終焉か？」

第3部    シンポジウム：

第4部  「ケアワークからみる高齢社会の経済と

             福祉」

久場嬉子 (龍谷大学教授)

足立真理子 (大阪女子大学教授)

春日キスヨ (安田女子大学教授)

小松満喜子 (武庫川女子大学非常勤講師)

クレオ大阪中央

12 月 シンポジウム 東京の会・年末恒例討ち入りシンポに参加 東京の会・年末恒例討ち入りシンポに参加 女性と仕事の未来館

11 月 10周年記念パーティ
10周年記念パーティ「輝け！ニューシルバー」

                               参加者丸ごと大ブレイク！
パネリスト・会員多数 ドーンセンター

2003年度（平成15年度)



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

11 月
パネル

ディスカッション

輝け！ニューシルバー

「団塊の世代はエイジレス…？」

後藤悦治郎 (紙ふうせん)・細見三英子(ジャーナリスト)

森屋裕子(NPOフィフティネット代表) 竹中 恵美子代表
ドーンセンター

11 月 講演会
輝け！ニューシルバー

         「老いて咲く たった一つの花」
樋口 恵子 ドーンセンター

11 月 パフォーマンス
輝け！ニューシルバー

　ショートストーリィ「夕映えにはじけたい」
藤山 喜子・路井 恵美子 ドーンセンター

10 月 広報 ホームページ完成！！ ホームページプロジェクト

9 月 講演会 サプリメントって本当に体にいいの？ 後藤 典子 ドーンセンター

8 月 シンポジウム

輝け！ニューシルバー

  「高齢期をどう迎えどう過ごす」

     ～定年前後の男性の意識と暮らしの調査から～

 　パネリスト、男性の本音を語る･･･

鵜川邦夫・細谷行夫・吉岡俊介

・林 美輝　他　会員
ドーンセンター

4 月

冊子発行

(大阪府ジャンプ助成金に

よる)

～介護保険下における～

      　『利用者とホームヘルパー』
介護労働研究会

4 月 総会

定時総会で、10周年統一テーマ

　「輝けニューシルバー！

　～豊かな高齢社会へエンパワーメント～が採択

参加会員 ドーンセンター

3 月 介護保険を学び直そう！ 福井 英夫 ドーンセンター

3 月
自分らしく生きるために…

　「あなたの居場所はありますか？」
伊藤 公雄 ドーンセンター

第２部「すてきにパートナーシップ」 市場 惠子・市場 尚文

「高齢社会と経済・制度」 足立眞理子

自分らしく生きるために…「感情の扱い方」 千葉 征慶

1＆3 月 ｢三途の川の渡しにて」公演 劇団シルバームーン

2002年度（平成14年度)

2 月

文部科学省

助成事業講演会

講演会・

トーク＆ライブ

ワークショップ

パフォーマンス他

ドーンセンター



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

12 月 参加型講座
高齢期の暮らしを支えあなたをエンパワーする

法･制度
三木秀夫（弁護士）＆会員 ドーンセンター

12 月
大阪府ジャンプ活動助

成事業講演会

介護保険と介護労働

　～ホームヘルパー(主婦？)の仕事について～
中野麻美（弁護士） ドーンセンター

12 月
文部科学省

助成事業講演会
新しい高齢者像「ニューシルバーの登場」 上野千鶴子 ドーンセンター

11 月
文部科学省助成事業リー

フレット作成

「なにわネット」事業のリーフレット「あなたはほんまも

んのおとなですか？」がフルカラーで完成
広報部 ドーンセンター

9 月 講演会
「デンマーク高齢者福祉最前線」

　　～｢脱・施設｣と｢早めの引越し｣～
松岡 洋子 ドーンセンター

9 月 意見書提出

来春の「介護保険制度見直し」への提言

　～当会「見直しプロジェクト」の６名が上京し、

　　坂口厚生労働大臣に直接意見書を手渡す～

見直しプロジェクトメンバー 厚生労働省

8 月 ワークショップ
介護の仕事について、利用者とヘルパーに聴く!

　　　～アンケート調査の結果から～
介護労働研究会

国立女性教育会館

　ヌエック

7 月 調査報告会
介護の仕事について、利用者とヘルパーに聴く!

　　～アンケート調査の結果から～
介護労働研究会 クレオ大阪中央

5 月 ミニミニバザー
恒例になった、ミニミニバザー&オークション

総会後のイベント
会員多数 ドーンセンター

3 月 パネル展示
ドーンフェスタ参加事業

　「高齢社会をよくする女性の会・大阪」のあゆみ
広報部 ドーンセンター

2001年度（平成13年度）



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

3 月
最終回

　～樋口恵子が語る～（介護保険制度の近未来）
樋口 恵子 ドーンセンター

1 月
第5回目

～介護契約を考える～（消費者としての観点から）
三木 秀夫 ドーンセンター

12 月
第4回目

～私の町の制度を語る～（議員から見た施策と運用）

大谷 敏子・吉井 玲子・澤 ナオミ・

加藤美恵子
ドーンセンター

11 月

第3回目

　～私たちの暮らしはどう変わっていく？～

　　　（介護労働の現場からの発言）

高野 君子・西谷 幸子

舟橋眞理子・横手喜美恵
ドーンセンター

10 月

第2回目

　　～私たちの暮らしはどう変わっていく？～

　　　　（事業主サイドからの発言）

市川 禮子・谷口 律子・吉田 容子・

中尾 敦子

ドーンセンター

10 月

「女性と年金・どう変える？」

第1回目 ～私たちの暮らしはどう変わっていく？～

　　　　（利用者サイドからの発言）

本田 一・赤井加代子　他 クレオ大阪中央

6 月 祝賀会 「竹中恵美子ドーンセンター館長就任を喜ぶ集い」 働く女性の会、当会会員多数 ドーンセンター

5 月 ミニミニバザー 初めての試みのバザー&オークション。大成功!! 会員多数 ドーンセンター

4 月 交流会

シンガポール文部副大臣を団長とする女性グループと、当

会会員との交流会（女性問題・高齢者問題等、意見を交換

する。）

シンガポール文部副大臣の

ALINE K WONGさん 他20名。

当会会員12名

ドーンセンター

3 月
クレオ南

フェスタ参加
私たちがめざす “グループでつくるホーム”とは? 坂上信子・西野 絢子・岩崎 光江・福谷 浩司 クレオ大阪南

2 月
ドーンフェスタ

参加事業シンポ

劇団シルバームーン公演「三途の川の渡し場にて」 & 会

場丸ごとトーク
当会劇団「シルバームーン」・参加者全員 ドーンセンター

1 月 講演会
「成年後見と介護保険を視る! 見る! 診る」

　～福祉の視点から～
本沢己代子 ドーンセンター

1 月 講演会
東京・京都・大阪合同主催

　「21世紀の社会保障のための勉強会 7」
西村周三・樋口惠子・竹中恵美子 ウィングス京都

ドーンセンター

との共催事業

6回シリーズ

｢検証『介護保険一年生

の通知票』｣

2000年度 （平成12年度）



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

12 月 映画上映会＆トーク 「映画『老親』をみて喋ろう会」 槙坪夛鶴子監督　会員多数 梅田スカイビル空中庭園

10 月
特別プロジェクト講演・

シンポジウム
「21世紀の社会保障のための勉強会 4」 岡本祐三・樋口恵子・竹中恵美子 ドーンセンター

10 月 講演・実技指導 「食・歯・命」 和田美登里 ドーンセンター

8 月 映画上映会＆講演会
「続『住民が選択した町の福祉』問題はこれからです」

「私たちが創る、市民福祉が息づく町」
大谷強 ドーンセンター

6 月 第1回総会講演

会則改訂により、初めての総会を開く

　「20世紀から何を教訓として学ぶべきか」

　　～求められる新しい時代意識と社会システム～

竹中恵美子代表　他 会員多数 ドーンセンター

4 月 第1回例会講演
北欧の高齢者住宅と日本の高齢者住宅について

　～長い長い高齢期を楽しく豊かにすごすために～
ニ井るり子 ドーンセンター

3 月
調査報告

　フォーラム

「前進させよう介護の社会化」

　　 介護認定について考える

介護保険調査員・介護保険認定を受けた人(家族)　小林 敏子

他
クレオ大阪南

1 月
設立総会&

シンポジウム

「介護保険オンブズマン機構・大阪」

　設立準備委員会

「会」として竹中代表が機構設立の呼びかけ人に

岡本祐三・石渡 和美・浜田 和則・

鶴谷せつ子
大阪国際交流センター

第一分科会「住」

第二分科会「食･噛む」シンポジウム「自分らしく

　　　　　　生きる・きらめいて生きる」

外山 義・山井 和則・小林 敏子・

他会員多数

ロビー展示「衣」を中心に ｢高齢社会をよくする

　　　　　　女性の会｣あゆみ　(活動記録･写真)

11 月 集会 「介護保険見直しに反対」する市民の緊急抗議集会 ｢高齢社会をよくする女性の会｣・自治労共催 扇町 PLP会館

10 月 報告会
「介護保険実施に向けてのアンケート調査」

報告会【クレオ大阪北 女性フェスタ参加事業】
『やさしいガイド』プロジェクトメンバー クレオ大阪北

12 月
国際高齢者年記念シン

ポジウム

1999年度 （平成11年度）

クレオ大阪西

大ホール



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

9 月 冊子出版

『介護保険のやさしいガイドブック』

『介護保険に向けてのアンケート調査報告書』

　　【朝日新聞文化厚生事業団福祉助成事業】

『やさしいガイド』プロジェクトメンバー

9 月 報告会&講演会
「声をつなぎ人をつなぐ」

　～高齢者の人権と国際ネットワーク～
エリザベス スクレター ドーンセンター

8 月 ジェンダーフォーラム
「ホームヘルプと介護保険」

　　 ～介護労働実態調査から～
介護労働研究会メンバー

国立婦人教育会館

　（ヌエック）

7 月 第1回例会
NPO、「見かけ倒れか時代の旗手か」

　　　　　～NPOセンターの理論と現実～
山内直人（大阪大学教授） ドーンセンター

3 月 調査報告&シンポ
「いま、介護の現場では……」～在宅介護労働供給事業主

調査とホームヘルパー、そして介護保険～
介護労働研究会メンバー クレオ大阪南

2 月 出前講座
「となりの芝生は青い？」パート４

　介護保険を考える北摂シンポジウム
牧里 毎治・北摂各市市民参画委員 他 豊中市立福祉会館

2 月 公開勉強会
「ホームヘルパーの仕事と賃金を考えるにあたって」

　　～介護保険とも関連して～
大谷 強（関西学院大学教授） ドーンセンター

2 月 5周年記念観劇会
田辺 聖子さん講演&関西芸術座公演

　　「おかあさん、疲れたよ」
田辺 聖子・関西芸術座の皆さん 吹田メイシアター

1 月 公開勉強会 「これからどうなる私たちの社会保障」 岩見 恭子 ドーンセンター

1 月 出前講座
市民が望む「介護保険」とは？

　　介護保険を考えるミニシンポin岸和田

岩見恭子・渡辺五十美・門田美代子・

小林和子・児玉 節
岸和田市

12 月
お祝い・懇親・

年忘れ

いろいろあって嬉しかった1998年

『お祝い･懇親･年忘れの集い』
会員多数 「梅の花」 OAＰ店

12 月 公開講座
「成年後見制度について」

　　　 ～高齢者の財産をめぐる諸問題から～
辻　朗 ドーンセンター

11 月 受賞
竹中恵美子代表

　1998年度の大阪府「プリムラ大賞」受賞
竹中 恵美子 ドーンセンター

10 月 報告会
「オーストラリアの福祉について」

　～オーストラリア実地研修報告～
小林 敏子 クレオ大阪北

10 月 受賞 1998年度の大阪市「きらめき賞」受賞 小林 敏子・他会員 クレオ大阪北

1998年度（平成10年度）



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

9 月 出前講座 「ドイツに学ぶ日本の介護保険」 本沢己代子 富田林公民館

9 月 全国大会
｢高齢社会をよくする女性の会｣第17回 全国大会

　　『日本の真中で考える高齢社会』

樋口恵子・上野千鶴子・岡本祐三

他（大阪から多数参加、そのあと信州へ懇親旅行）
名古屋

7 月 講演会
「２１世紀を新しい高齢者の視点で考える」

　　 ～エルダーホステル活動について～
豊後レイコ ドーンセンター

4 月 委員会発足 会則改正委員会発足　～５周年を機に会則見直し～ 運営委員有志

4 月 展示
「大阪市地域女性活動　グループ支援事業展示」

　　【クレオ東、オープニング事業参加】
広報部 クレオ大阪東

3 月 シンポジウム
「施設介護の現状と展望」

 ～大阪府下４４市町村の実体調査より～
岡本洋子・小林敏子・森 俊江 クレオ大阪南

2 月 「本」 出版
『共倒れから共立ち社会へ』出版

　【大阪市地域女性活動グループ支援事業】
「本」プロジェクト

2 月 講演＆映画上映会
映画 『住民が選択した町の福祉』上映と、制作者･羽田澄

子さんの講演
羽田　澄子 ドーンセンター

1 月 調査(予備) 報告会
「介護の市場化におけるホームヘルパー」

　　 ～ホームヘルパー実体調査より～
岩見恭子・玄場絢子・小松満貴子 ドーンセンター

11 月
パフォーマンス＆シン

ポジウム

【ドーンフェスタ参加事業】

「介護が必要になったらあなたはどうする？」

　～オーストラリアに学ぶ日本の在宅ケア考～

沖藤典子・服部万里子・小林敏子 ドーンセンター

10 月
報告会& ワーク

ショップ

「全国大会報告｣「躍進させよう介護の社会化」

　 ～現場に見る課題～
会員多数参加 クレオ大阪北

10 月 シンポジウム

【婦人会館35周年記念フォーラム参加事業】

「公的介護保険に向けて在宅福祉サービスを考える」

　 ～地域で安心して老いるために～

岡本洋子・小林敏子・森 俊江 大阪市立婦人会館

8 月
ジェンダーフォーラム

研究会
「ジェンダーフォーラム研究会」参加 当会劇団『シルバームーン』 ヌエック

6 月 リレートーク 「ちょっと聞いてよ　私の提言！私の主張！」 会員11名 ドーンセンター

1997年度（平成9年度）



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

5 月 視察旅行 「オーストラリア社会福祉事情視察」 会員10余名

3 月 講演会 「期待できますか?　公的介護保険」 大谷 強 クレオ大阪南

2 月 本、発行
『共倒れから共立ち社会へ』

　　プロジェクトチーム結成
広報部 &有志 ドーンセンター

2 月 なにわシンポジウム

「介護の社会化をめざして」

　　　～高齢者･介護者の人権の視点から～

【大阪府ジャンプ活動助成事業】

樋口恵子・坂田健夫・

竹中恵美子・津村明子
ドーンセンター

11 月 パフォーマンス
「私たちはこのように生き終えます」

《ドーンセンター･女性フェスタ参加事業》
当会劇団『シルバームーン』 ドーンセンター

10 月 ミニシンポジウム

【クレオ大阪北・女性フェスタ参加事業】

「安心して老いるために」

　～スウェーデンの高齢者福祉と日本の現状～

温井賢子・小林敏子 クレオ大阪北

10 月 映画会＆対談
「映画 『愛の黙示録』 上映会」

　原作者・尹 基氏 と 樋口恵子氏対談
尹　基・樋口恵子 ドーンセンター

10 月
全国大会報告会

＆交流会

「全国大会･札幌」　報告会

　「燃えろ岡山の女性バス」団員との交流

岡山県地域女性リーダー・

会員多数
ドーンセンター

8 月 講演会

「家族介護と施設介護の現状」※

 『共倒れから共立ち社会へ』

　　　　　　　　　　第3･4章 59･77頁参照

岩見恭子・小林敏子 ドーンセンター

7 月 講演会
「高齢者と労働」※

『共倒れから共立ち社会へ』　第2章37頁参照
小松満貴子 ドーンセンター

6 月 講演会
「家族責任とアンペイド・ワーク」※

  『共倒れから共立ち社会へ』 第１章 13頁参照
竹中恵美子 クレオ大阪西

3 月 ミニシンポ
【クレオ大阪南・開館イベント事業】

「あなたの老後はバラ色ですか」
会員多数 クレオ大阪南

3 月
パネル

ディスカッション

「高齢者の自立支援を考える」※

　『共倒れから共立ち社会へ』 第7章148頁参照

北村郁子・中村恵子・

松田ひろ子・山 本ミツエ
ドーンセンター

1996年度（平成8年度）

1995年度（平成7年度）



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

1 月 見学会 積水ハウス「納得工房」 会員多数参加 積水ハウス総合住宅研究所

11 月 報告会 「北京女性会議それから」 樋口恵子・会議参加者 ドーンセンター

10 月 ミニシンポ
【クレオ大阪北・女性フェスタ参加事業】

「高齢社会を考える」
会員多数 クレオ大阪北

10 月 講演会
『共倒れから共立ち社会へ』 第5章 101頁参照

「高齢者の財産管理」 ～成年後見制度について～
水野紀子 ドーンセンター

10 月 講演会 「ドイツからの報告」 小林敏子 ドーンセンター

10 月 講演会 「高齢者の自立とは」 岩見恭子 ドーンセンター

9 月 報告会＆交流会 第14回 全国大会　報告会と会員交流会 於　金沢

8 月 世界会議 「北京世界女性会議」　NGO参加 「北京世界女性会議」　NGO参加 於　北京

6 月 シンポジウム 「阪神淡路大震災と高齢女性」
被災者支援ボランティア・

マスコミ関係者等
ドーンセンター

3 月 講演会 「介護保険を考える」 岡本祐三 アピオ大阪

1 月 シンポジウム
｢高齢者のための医療と介護｣

　～現場からの報告と介護保険～
残華千鶴子・殿村寿敏・小林敏子 ドーンセンター

11 月 報告会 「カイロ人口会議」帰朝報告会 河野貴代美・樋口恵子 ドーンセンター

9 月
第13回全国大会

 in 大阪

第13回「高齢社会をよくする女性の会」 全国大会

『女たちの国際家族年・なにわシンポジウム』

山田 芳子（大会実行委員長）

森 俊江 （大会事務局長）
森ﾉ宮青少年会館 他

4 月 代表交代 代表、バトンタッチ。津村明子⇒竹中恵美子

2 月 委員会結成 ｢なにわシンポジウム｣ 実行委員会結成

1 月 フォーラム
「在宅介護の問題点を考える」

※『共倒れから共立ち社会へ』　第6章129頁参照

井上千津子・黒田輝政・

中村恵子・村川浩一
薬業年金会館

1994年度（平成6年度）

1993年度（平成5年度）



開催場所　ほか

備考
 日時 種別  内　容 講師（敬称略 ）　ほか

11 月 講演会

「介護と家族」　介護をめぐる家族の葛藤

　　男女でかかわる介護のために

　　　～介護休業制度と家庭責任条約～

小林和子・河合徹子 梅田東生涯学習ルーム

9 月 講演会

わが街の福祉を創る

　「市議の目から見た地域福祉」

　　「老人医療について」 ～医者の立場から～

吉井玲子・小林敏子 北市民教養ルーム

7 月 講演会 「スウェーデンの老人福祉」 温井賢子 大阪府立老人総合センター

5 月 発会の集い講演会

「高齢社会をよくする女性の会・大阪」

 ｢老いの青い鳥をもとめて｣「家族を越えた老後」

「わが街の福祉を創る」

樋口 恵子・津村 明子・

上野千鶴子　他
朝日生命ホール


