
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     次号からの会報の名前を 

   会員の皆さまから募集します。 

  「メイアイヘルプユー｣らしい名前を 

  ぜひ考案して下さい。ＦＡＸ，又はＥ 

   メールで応募お待ちしています。 
     (採用の方にはプレゼント 

          を送ります。)  

 

！上京のおりお立ち寄りください。 お待ちしています。！ ＪＲ山手線、新大久保下車。改札 

口を背にして右へ。明治通りと大久 

保通りの交わる交差点を左折。信 

号1つ目を過ぎると、赤い「第一家 

電」の看板あり。店を過ぎて、そば 

屋と洋服店の終わった次が入口。 

（マンションの入口を進み、左側の 

エレベーターで11階に降りた目前 

｢1101号｣です。駅から徒歩15分。) 
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第一家電 

新宿     山手線     池袋 

新大久保駅から徒歩15分 

 大募集中 メイアイヘルプユーの 
   会員になりませんか？ 

 発行人：新津 ふみ子 
 編集人：葭田 美知子 
 〒169-0072 
 東京都新宿区大久保2-5-20-1101 
 電話  ０３－５２７３－００７１ 
 Fax   ０３－５２７３－００７１ 
 Email  cci@mug.biglobe.ne.jp 

 メイアイヘルプユーの活動が始まって約１年。研究、研修、コンサルティング等など、事業が 

 次々に進んでいます。特に、中心的事業である「サービスの第三者評価事業」は、これから 

 本格的にスタートの状態にあります。ベテランの方、専門職の方、そしてメイアイヘルプユー 

 を支援して下さる方々と一緒に、「利用者の選択」を支援する活動を推進していきます。 

 メイアイヘルプユーの会員になって、私たちと一緒に活動して下さる方を歓迎いたします!! 
 会費 ： ① 入会金 － 1,000円。 

     ② 年会費 － 正会員・2,000円、協力会員・1,000円、個人賛助会員・一口 2,000円､ 

               団体賛助会員・一口 5,000円 

 入会 ： 郵便振替用紙の通信欄に所属と連絡先を記入の上、会費の入金をお願いします。 

     口座：００１６０－０－１７３７５１、名義：特定非営利活動法人 メイアイヘルプユー。 

 【編集後記】 

 ・ メイアイヘルプユーの役割が各地で求めら 

  れてきている事を肌で感じています。皆さん 

  のご意見を参考にしながら、「第三者評価」 

  を深めていきたいと思っています。(春日局) 
 ・ 念願の「メイアイヘルプユー会報」第一弾。 

  嬉しさで、眠気も疲れも吹っ飛びました。 

  会報のおかげで、デジカメ、スキャナーは 

  もう怖くない！次も頑張ります。（Little) 

☆ 会報の名前を募集します ☆ 

事務所の人々（職員紹介）  理事：葭田 美知子 

 ４月から事務局長に就任。看護 

 の現場からトラバーユしました。 

 ベテランなので会の運営が順調 

 に進展できるよう頑張ります。 

 ニックネームは “春日局”。 

ＮＰＯ法人メイアイヘルプユー会報 

発行日2001年５月10日 第1巻 第1号 

 が目的ではないよね。現場 

 の人に役に立つ評価じゃな 

 いと」「やっぱり利用者支援 

 じゃない?利用者が主体的 

 にサービスを選ぶようにな 

 らないと」と、こんな話し合 

 いの結果、専門職が退職 

 後、またはベテランが職場 

 以外に活躍する場としての 

 法人“メイアイヘルプユー” 

 を設立しました。現場の人 

 の役に立ちたい、利用者を 

 支援したい、こんな思いを 

 込めた名称です。仲間、会 

 員みんなで議論をしながら 

 事業を進めたいと考えて、 

 ＮＰＯ法人にしました。 

 設立初年度は第三者評価 

  代表者あいさつ 

       新津 ふみ子 

 ２年前のことになります。 

｢介護保険が始まると第三 

者評価が大切になるよね｡ 

これってベテランの役割だ 

と思うけど」と友人達に話 

をしました｡｢必要だと思う 

けど、点数をつける評価 

創 刊 号 

 の方法について検討し、モ 

 デル的に評価を実施しまし 

 た。手ごたえがあり､本格実 

 施できそうです。また、介護 

 保険下でも第三者評価がク 

 ローズアップされています。 

 当法人の事業である調査 

 研究やコンサルティングの 

 事業も動き出しています。 

 事業の発展を期し、この度 

 第一回の会報を出すことに 

 しました｡皆さまの役に立つ 

 情報の提供が出来るよう頑 

 張ります。また、会員の皆さ 

 まに事業に参加して頂く機 

 会もできると思います。これ 

 からもメイアイヘルプユーを 

 よろしくお願い致します。 

 会員：鈴木 喜左子 

 担当は事務全般。 

 今は専門外の仕事に 

 悪戦苦闘中ですが、 

 栄養士､１級ヘルパー 

 として働いていた経験 

 がどう生かされるか‥ 

 お楽しみに!! 

 会員：新津 こなみ 

 担当は事務全般。 

 福祉の勉強をした 

 後、ＣＦＰの資格を 

 とりました。ライフプ 

 ランでメイアイヘルプ 

 ユーに貢献できるよ 

 うになりたいです。 

 事務所は高層マンション 

 の11階。眺めは最高!! 

 晴れた日には富士山が 

 見えます。(最終ページ 

 に地図があります） 



 

① 社会福祉・医療事業団へ助成金申請書を提出(内定済み)。第三者評価結果の 

   情報提供に関する研究を行う → 来年３月まで継続 

② 委託事業である「訪問介護事業におけるサービス提供責任者」の研究を行う 

③ 第三者評価を実施する調査員の研修を行う → ６月２日 

④ カナダ介護サービス研修旅行を主催 →７月７日～14日 

  （ 次ページに特集記事があります。参加受付中。 ） 

⑤ 決算、事業報告書準備と来年度の事業計画作成 

⑥ 第２回会報発行 

⑦ 平成１３年度定時総会開催  

 その他、研究やコンサルティングの依頼が続々と来ています。がんばるぞっ!! 

 1999年8月に設立総会を 

 開催し、会員11名でスター 

  ト。2000年2月、東京都に 

 てＮＰＯ法人の設立登記を 

 完了、活動を始める。 

 2000年度中は、研究委託 

 事業及び｢第三者評価」の  
 モデル事業を中心に活動 

 を行った。2001年度に入 

 り、大規模な研修（ｾﾐﾅｰ） 

 を開催できるに至る。 

ＮＰＯの活動開始状況報告 （平成１３年３月９日の研修報告） 

オランダの会報に私たちが紹介されました 

カナダ介護サービス研修旅行決行!! 先着 20名様 

行程予定表 （現地と調整中ですので、多少変更がありますのでお含み下さい） 

 ｢世界で最も住みたい街｣とも言われるカナダ･トロントで、ケアシステムやＭＤＳに関する 

研修を行う海外研修旅行をメイアイヘルプユー主催で企画しました。研修は３日間ばっちり、 

さらにトロント市内観光やナイアガラ観光もある盛り沢山の内容です。お忙しい最中と思い 

ますが、皆さんの友人をお誘いあわせて、ぜひご参加くださいますようお待ちしております。 

１．研修期間 平成１３年７月７日（土）～７月１４日（土）８日間 
２．研修場所 カナダトロント市ウォータールー 
３．参加資格 ＭＤＳ方式について現在使っている方や理解している方 
４．参加人員 ２０名 
５．参加費用 一人 ３３０,０００円（費用内訳：航空料金､ホテル代､研修代､通訳代､        

                   観光代｡但し一人部屋追加料金 ４～６万円です｡) 
６．主な研修内容 
 ① カナダ、トロント市における高齢者政策及びケアシステム 
 ②  一つの共通のツールとしてＭＤＳ方式を使い、ケアマネジ 

   メントを行っている“市”のシステムやサービスの実際 

 ③  精神障害者の施設ケアについて 

 ④  精神病院における、ＭＤＳ方式でのアセスメントの実際。 

   （トロント市の特徴ともいえます。講義） 

 ※ 研修中の講義の通訳は、池上直巳教授が担当してくださいます。 

  （慶応大学教授、インターライ日本委員会代表） 

昨年の11月に、ケア・コーディ 

ネーション研究所主催の海外 

研修旅行にメイアイヘルプユ 

ーの会員も参加しました。行 

先は、チューリップと風車で有 

名なオランダ。アムステルダム 

のホテルに宿泊し、ユトレヒト 

という郊外の美しい街でオラン 

ダのケアシステムを学んだり、 

施設見学に行ったりしました。 

施設見学の時、施設の会報 

の為の取材申し込みがあり、 

利用者の方と一緒に撮った 

写真と訪問の記事が会報に 

掲載されました（左の写真）。 

言葉は通じなくても、楽しいと

思う気持ちは万国共通。そう

感じる素敵な写真であり、貴 

重な体験でした。（メイアイヘ 

ルプユー会員は５名が参加） 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

日 時 滞在地名 交  通 内    容 

７/７(土) トロント 飛行機 
(エアカナダ) 

19：15に成田発、18：30にトロント着。 

トロント着後ホテルへ。(日付変更線通過) 

７/８(日) ウォータールー 専用バス トロント市内観光後、ウォータールーへ｡ 

７/９(月) 
 ～ 

７/11(水) 

 

ウォータールー 

（４泊） 

 

専用バス 

上記の目的に添って、研修開始。 

11日は午前中のみ研修。午後は全体討議 

の後、さよならパーティー開催。 

７/12(木) ナイアガラ 専用バス ナイアガラへ移動後、観光。 

７/13(金) 機内泊 専用バス、航空機 ナイアガラ → トロント → 空路成田へ。 

７/14(土) 成田着 航空機 15：55に到着後、成田にて解散。 

お申し込みは下記の項目を記入の上､メイアイヘルプユーにＦＡＸして下さい(５/３１日必着) 

お名前 ： 
ご住所 ： 

 電話番号 ：           ＦＡＸ番号 ：  

 メイアイヘルプユーＦＡＸ：０３－５２７３－００７１，０３－５２７３－００３５ 

今年度の事業計画 

これまでのあゆみ 

 ３月９日（金）、東京・お台場の会場でメイアイヘルプユーと 

 ＧＯＷＡ（大阪で第三者評価を行っているＮＰＯ法人）主催で 

 セミナーを開催しました。広い会場に集まって下さった方は 

 約240名。取材の方も多く、大盛況のうちに幕を閉じました。 

 全国から４つの団体と厚生労働省に参加して頂き、第三者 

 評価に関する活動報告とパネルディスカッションが行われま 

 したが、各団体の評価基準は独自に考案、開発されていて、 

 評価項目や方法など工夫されている点が多く大変興味深い 

 ものでした。評価に利用者が参加すること、市民の視点を取 

 りいれることがＮＰＯ法人の課題ではないかと思いました。 

 今後もこのような会を継続し、第三者評価を社会化してゆく 

 ことが必要です。  

「サービスの第三者評価の必要性と課題」セミナー報告 


