用するとしています。
当 市では、月１ ５０件ち

ですが、

月とされる「修

しかも いろんな年 齢層の人

達と一 緒に学ぶ機 会をつく

現場に も、混乱と 過重な仕

正」ま では問題の ある現在

す。さ まざまなハ ンディを

事が持 ち込まれて いること

現 場 か ら の 声 を 受 け て 、 なりま す。日本共 産党は新

持ちな がら、それ を克服し

りたい と企画され たそうで

しい認 定制度その ものの撤

た自ら の体験にも とづいて

の基準 が適用され ることに

今回、 厚労省が基 準の見直

回を求めていきます。

話して くださる方 を講師に

日、第３回

選んだとのことでした。

写真は７月

講座で 、講師は元 日本テレ

ビアナ ウンサー藪 本雅子さ

と 題し 、若い ころ の挫 折、

ん。
「輝けみんなの大事な命！」

閉じま す。それを 前に同校

自らの 摂食障害、 仕事上で

のペースで 回の予定です。

が組ま れています 。月一回

地域に も開放した 特別講座

仕事で の取材対象 である障

のころに経験した孤独感と、

緯を話 されました 。高校生

セミナー こころ」と題し、 の劣等 感を克服し てきた経

では「 生徒と学ぶオープン

年間の歴史を

県立 北茨城高校 は、今年

しを打 ち出したこ とは前進

も見のがせません。

10

度をもって

21

かい 認定があり、 うち約３

とま どいがあり、 苦慮して

10

ひたちなか「８・９平和のつどい」
講演 「満蒙開拓団について」吉野年雄さん
（「誰も書かなかった義勇軍」著者）
８月２日（日）午後２時
ひたちなか文化会館
主催：母親大会連絡会

孤独と重ね合わせ、
「人のた

内 田 正 人 校 長 に よ れ ば 、 害者や ハンセン病 の方々の

普段の 授業ではな かなか聴

け な い 方 た ち を お 呼 び し 、 め」の 形をとりな がら、自

分のた めであると 話されま

した。
「傷が多い人生は、そ

のぶん 人に優しく なれる人

生にな る」と子ど もたちに

語りかけていました。

今後 、いじめの 問題、中

途傷害 を負いなが らも人生

を切り 開いていっ た方、和

太鼓パ フォーマン スなどが

続きま す。席数に は余裕が

あると のことです 。思春期

の子ど もたちと学 ぶ場に参

加されるのはいかがですか。

くわし くは県立北 茨城高校

℡４６ ０-８３４。

北茨城民報 で検索できます 。

本紙はインターネットでも ご覧いただけます。 http://www.jcp-ktib.com/

分 の２ が更 新され ます が、
やは 以前より軽度 に判定さ

護度 に戻す経過措 置がほぼ

そ の後、国が おこなった

の割 合が昨年比 で２倍以上

全部に適用されています。

らた めて大幅に 基準が見直

いま す。また見直 しに次ぐ

歴史民俗資料館企画展「風船爆弾展」
７月５日（日）～８月３１日（月）
北茨城市歴史民俗資料館 0293-43-4160

44

介護 保険 の認 定基準 が、

よ り軽い介護度 に認定され
とな ったほか、 施設入居者

た だし新規の申 請につい

れる 事例が続いて います。

る ことが実施前 から指摘さ
も在 宅でも軽度 に認定され

ては 新基準が適用 され、低

調査 によっても 、サービス

れ ていました。 党市議団で
るな ど、実態に そぐわない

く介 護度が認定さ れる傾向

４ 月から新しく なっていま

は 市の担当課に 対し、要望
傾向が明らかになりました。

とな っています。 現場でも

を 受 け ら れ な い 「 非 該 当 」 そし て現実には、 以前の介

す れば以前の介 護度に変更
そう した結果を 受けて、あ

す 。この新基準 だと、以前

で きるという経 過措置の徹

底 と、できるだ け実態にそ
され ることにな り、厚生労

見直 しで、行政で も介護の

26

10

第23回日立市平和展
戦争と平和を考える朗読 「あの夏の母・子たち」
８月１５日（土）
日立シビックセンター
問合せ：日立市市民文化課 0294-22-3111

月から修正を適

常陸太田 「戦争と平和を考えるパネル展」
８月１２日（水）～１６日（日）
常陸太田市生涯学習センター
主催：常陸太田平和の会

働省では

２００９ ピースアクション in いばらき
講演 「100人の村から平和を考える」池田香代子
さん（「世界がもし100人の村だったら」著者）
８月９日（日）午後０時半～
すんゆう（駿優）ホール（水戸駅北口）
主催：茨城県生活協同組合連合会
2009ピースアクションinいばらき実行委員会

う認定を求めてきました。 本(

第23回 日立市平和展
８月１日（土）～８月１５日（土）
日立シビックセンターギャラリー
問合せ：日立市市民文化課 0294-22-3111

紙４月 日号）

第３回講座「輝けみんなの大事な命！」

北茨城 「戦争の実相を伝える 09平和展」
８月１２日（水）～１４日（金）
中郷多目的集会所
８月１５日（土）～１７日（月）
磯原駅西口「りぷる」
８月１９日（水）～２１日（金）
北茨城市防災センター
８月２８日（金）～３０日（日）
大津港「よう・そろー」
主催：北茨城・九条の会

第0931号
北 茨 城 民 報
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