つ・な・が・る

ネットワーク

介護事業者の新たな

澤登久雄

新保照枝

「みま～も」
発起人
社会医療法人財団仁医会
牧田総合病院
地域ささえあいセンター長

「みま～も」
サポーター

久保由紀子
「みま～も」
サポーター

飯田静慧
「みま～も」
サポーター

野口晃一
「みま～も」
協賛者
ウィロード山王商店街
副理事長

“支える側”にも
“支えられる側”にもなれる地域社会に
おおた高齢者見守りネットワーク「みま～も」
東京都大田区で 2008 年、介護・医療の専門職と民間
企業などが連携して、高齢者が安心して暮らすための
見守り・支え合いネットワーク「おおた高齢者見守り

ネットワーク」
（みま～も）を発足させた。12 年には地
元の商店街に活動拠点を置き、商店街の活性化にも貢
献。現在、90 余りの協賛社と100人のサポーターを有す
る規模に成長し、地域内外の人々も巻き込みながら、
その活動の幅をさらに広げている。
「みま～も」が地域づくりに果たす役割と今後の展望に
ついて、活動にかかわる５人に語り合ってもらった。
（撮影／北神智子、文・構成／石原順子）
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野口晃一 Koichi Noguchi

のぐち・こういち●ウィロード山王商店街副理
事長、株式会社カドヤ建設常務取締役

澤登久雄 Hisao Sawanobori

さわのぼり・ひさお●大田区地域包括支援セン
ター入新井センター長を経て、2017年、社会医療法
人財団仁医会牧田総合病院地域ささえあいセン
ター長に就任

には足場と
なる拠点が

用品売り場などで健康セミ

最初は、地元百貨店の介護

を発足させたのです。

守りネットワーク」（みま～も）

たところで、
「おおた高齢者見

賛社を探し、
５社くらい集まっ

取り組みに賛同してくれる協

をつくろうと決意しました。

高齢者を見守るネットワーク

たいと思い、自ら地域に出て、

ＳＯＳを出せない人を支援し

たちと出会うことはできない。

込もっていたら、そういう人

の専門職が施設のなかに閉じ

私たちのような介護や医療

いう思いが湧いてきました。

たままでいいのだろうか」と

られない人を地域に取り残し

いけれど、ＳＯＳの声があげ

ふと、
「窓口に来られる人はい

対応に追われながら、ある日

６００件にも上る介護相談の

支 援 セ ン タ ー で、 毎 月 約

澤登 前職の大田区地域包括

澤登

そ こ に「 み ま ～ も サ

亭〉
」
のオープンに至りました。

ステーション〈アキナイ山王

案し、２０１２年、
「みま～も

に、空き店舗の貸し出しを提

点探しをしていた
「みま～も」

と思ったのです。ちょうど拠

気が取り戻せるのではないか

を呼び込んだら、商店街に活

の活動
その事業に
「みま～も」

件だと言われました。
そこで、

フト事業を手がけることが条

の活性化につながるようなソ

金を申請したところ、商店街

の建て替えを目的に都に補助

た最中、商店街のアーケード

がありませんでした。そうし

街としては直接かかわる機会

心は持っていましたが、商店

見ながら関

動を傍らで

〜 も 」の 活

野口「みま

りました。

うようにな

りました。趣味でやっていた

で、活動に参加するようにな

イベントに立ち寄ったのが縁

久保 退職後、
「みま～も」の

ます。

になり、生活に張りが出てい

立てるのだと実感できるよう

になっても自分が誰かの役に

に回ることもあります。高齢

など、サービスを提供する側

だけでなく、活動のお手伝い

講座に参加して自分が楽しむ

た。サポーターはイベントや

になりまし
ま～もサポーター」

のぞいたのがきっかけで、
「み

ているときに、たまたま中を

新保 私はレストランを開い

定期的に開催しています。

講座、喫茶店、レストランを

て、手話ダンスや手芸などの

必要だと思

ナーをやっていましたが、発

ポーター」（
「みま～も」
の活動

手話ダンスを
「サポーターの皆

商店街に拠点を置き
多様な活動を展開

足から３～４年経ったころ、

に参加する応援団）が集まっ

しんぼ・てるえ●みま～もサポーター。
80 歳

もっと活動を広げていくため
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新保照枝 Terue Shinbo

増え、私自身も大きなやりが

は 人ほどしかいなかった生

受けて５年になります。最初

れ、断り切れずに講師を引き

さんに教えてほしい」と頼ま

なって生きがいが見つかり、

そのものですね。この年齢に

も」
は私にとって
“第二の人生”

理を担当しています。
「みま～

レストランや子ども食堂の調

ていたので、
「みま～も」でも

ホームなどで調理の仕事をし

も」
の活動を通して知り合った

新 保 そうですね。
「 みま〜

それだけで満足です。

少しでも長く続けられれば、

飯田 年齢も年齢ですから、

ていきたいと思っています。

ても、今の活動を大切に続け

久保 私たちサポーターとし

街にしたいと考えています。

側に回れる。地元をそういう

て」
と声をあげて、支えられる

されたときには躊躇なく
「助け

とができ、自分が苦境に立た

たら自然と支える側に立つこ

目の前に困っている人がい

久保由紀子 Yukiko Kubo
くぼ・ゆきこ●みま～もサポーター。74 歳

徒さんが、今では 人近くに

た。以前は、常に空き店舗が

るみる賑わうようになりまし

ン」
ができてから、商店街がみ

野 口 「 みま～もステーショ

タッフが主導している感があ

澤登 活動当初は、私たちス

ターを続けたいと思います。

私も体力の続く限りサポー

ときは本当にうれしいですね。

ることもあります。そういう

を覚えていて声をかけてくれ

地域の子どもたちが、私の顔

なうちから日常的に接し、小

動に取り組めるように、元気

高齢者の皆さんが安心して活

そして、私たち専門職は、

が理想だといえます。

ことができるようになること

がりながら、お互いを気遣う

人が年代を超えてゆるくつな

「みま～も」を通して、地域の

を中心にした震災復興活動に

したり、
石巻市出身のメンバー

子育て世代のグループと連携

齢者を対象とした活動ですが、

また、
「みま〜も」は主に高

らし続ける

安心して暮

加しながら

者が社会参

た。住み慣れた地域で、高齢

私たちは見守り役になりまし

やアイデアで主体的に活動し、

います。

かわり方をしていきたいと思

速やかに支援できるようなか

いいだ・しずえ●みま～もサポーター。
77 歳

10

20

毎週金曜日にオープンするミマ
モリ食堂

感じています。

いをもらっています。
幸せだと感じています。

５軒くらいあったのですが、

りましたが、今は１００人の

さな異変にも早めに気づいて

も協力したりしています。商

という、
「み

http://mima-mo.net/
設立：2008 年 4月

飯田 私はもともとグループ

今はゼロです。新しい店、若

サポーターが自分たちの思い

店街を拠点に、世代や地域を

ま ～ も 」の

おおた高齢者見守りネットワーク（みま～も）

お互いを気遣える
ゆるいつながり

い店主が増えており、商店街

超えたつながりが広がってい

めざす姿が

に活気が戻ってきました。

ることは本当に喜ばしいです

実現してい
く手応えを

ね。ぜひ、このスタンスで活
動を続けてほしいです。

飯田静慧 Shizue Iida
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ネットワーク

介護事業者の新たな

つ・な・が・る

履物の店舗を借り受け、改装して開設した
「みま～もステーション
〈アキナイ山王亭〉
」

