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地域貢献部会報告

粟生 田友子
新潟県立看護大学看護研究交流セ ンター

地域貢献部会

地域貢献部会では,平成 21年度 よ り,新学長の提案の もとで,新たな試みを開始 した.宿
動の名称は ｢
看護大いきいきサ ロン｣ とし,本学の精神である ｢
ゆ うゆ う暮 らしづ くり｣を
目指 し,看護大学を場 として ｢
気軽 に集い｣｢
ひ と時を楽 しむ｣人々をイメー ジ して立ち上げ
た.
看護大いきいきサ ロンは,立ち上げまでの準備期間は 4月か ら,7月までを要 し,初年度
である 21年度 に当初 は 3回までを計画す るよ う企画 したが,開始 と同時にプ ロジェク トのス
タッフの機動力,役割分担がスムーズに進み,大 きな機動力 を発揮 し,即実践に移 した.
｢
看護大いきいきサ ロン｣ とい う名称 は,看護 大学 を集いの場 として,地域住民が気軽 に
大学に足 を運び,健康について関心を寄せ学び合 う場 を 目指す もの として企画 され ているが,
集いのイ メージは次のよ うなもの とした.
Ⅰ.集いのイメージ
集いのイメージは ｢自分の健康 に関心｣を持 ち,｢
広 く学習 したい｣人々が,｢
看護大学が
提供す る資料や学習機会 を活用｣ し,｢よ り高い生活の質 を求める｣といったイメージでの公
開講座 であ り,交流会である.
そ してそのね らいは,元気 に生 きることであ り,生きる力 を培 うことにおいた.人は病 に
なることや老いは避 けることができない.それで も人は生 き生 きと暮 らす ことが出来 る.看
護大学はそれ を支援す るために力 を発揮 したい.
集いの場では,新 しい健康の知識 を得 ることと合わせて,健康や 医療 について 日頃抱 えて
いる疑問を表現 し,意見を交わす ことも考 えた.そ こで講師 として,地域の力 もお借 りす る
ことで交流の意味を深 める,
主な活動計画は,開業 している医師や医療 スタッフを含 めて,学外者 と学内者 を交互に講
師 として招 く.教員 あるいは講演者の一人一人が もつ専門的な知の提供ができる場 を創成 し,
提供す るサ ロン講座 には,地域住民向けのものを用意す る.そ して ｢自由に声が出せ る｣｢
尋
ね られ る｣ よ うす る.
実際に開催 した ｢
看護大いきいきサ ロン｣は次のよ うなもの となった.
Ⅱ.平成 21年度のサ ロンのテーマ
看護大いきいきサ ロンのテーマ と講師お よび参加者数
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Ⅲ.企画 当初の 日軽の 目安 とその後の変更
5月 よ り企画立ち上げ作業にかか り,第 1回 目の開催 は 9月 を 目標 とし,当面年 内各月 1
回程度開催す ることとした.そ して年度明けは,見直 しを進めなが ら計画す ることを当初計
画 とした. とくに,冬季については開催 目時等 を調整 もしくは降雪期 を避 けて開催す る必要
があると考 えられ,第 1回 目において対象者 に提案 した.
当初は年内 3回 としたが,好評であることや定着 にはも う少 し続 けておいたほ うが よい と
考 えたことか ら,1
2月まで開催 し,4回を月 1回ペースで継続 した.また結果的には,1
,2
月は降雪 を考慮 し企画 しない こととして調整 した.21年度が極 めて豪雪にみまわれ ,1
,2
月を避 けたことは適切な判断であった と評価 された.

8:00‑1
9:00ころ 1時間程度の開催 とした.その理 由 として,企画
開催 日は月曜 日の 1
や実施に携わる教員スタ ッフが看護学の実習 中であることが多 く, ことに 8月以降は常に実
習があることがあった.そ こで比較的教員スタッフが学内にい られ る時間を設 けることがで
きると考 えたのが月曜開催 であった.
しか し,テーマや対象によって,た とえば子育てに関す るテーマで若 い人が対象 となるよ
うな場合 は,サタデーサ ロンも検討 してい くよ うにす ることも考 えたが,当面はイブニング
スタイル でターゲ ッ トを近隣の人々,あるいは壮年,高齢者 として,定着 を図ることを 目指
した.

2009年 1
2月時点までの変更 として,学外の開業の医師は水曜休診 日が多いため,水曜休
8:
30ではな く 1
8:
00
診 日での開催が便利 であることがわかった.講演者 に合わせ ることで 1
の開始が可能 とな り,冬季の対応 あるいは学生の参加 を促す うえでは良かったか もしれない.

Ⅳ.テーマ とね らい どころ
テーマ ･内容 は当面近隣の市民を対象 とした もので,3
0分程度のプ レゼ ンテーシ ョンや体
験学習及び参加者 同士の交流の場 を設 ける形式 を考 えてい くよ うに した.
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医学,看護草,その他のテーマ を交互に選定.学生主体の企画 も検討.医学系については
主に受診 した ときに聞けない よ うな四方 山話 も含 めて検討 した.

Ⅴ.開催場所
当初はおお よそ 1回 3
0名程度 を想定 し,主に高齢 の方が集 まる小規模 のサ ロンをイ メー ジ
して多 目的室等 を利用す ることを検討 していたが,好評 につ き,1回あた りの参加者が収容
しきれず,第 1･第 2ホール (
1
00名収容の教室) を用いることとなった.
場の設定は,サ ロンスタイル を基調 とし,教室の机 を授業終了後にすべて撤去 し,椅子の
みで円を描 くよ うな配置 とした.また,お茶 のコーナー を設 け, これは雰囲気 を作 るのには
効果的で,意見交換が しやすい雰囲気 を醸 し出 した.
Ⅵ.今後の予定 とテーマ秦
開催テーマは企画者の意見 とともに,出席者 にも希望 をとっている.そ こで上がっている
テーマは,例 えば, ｢
在宅医療 について一在宅 ター ミナルケア｣ ｢
壮年期の うつ ･うつをどう
オス トメイ ト｣ ｢
腰痛 とのつ きあい方 ･予防｣ ｢
歯のはな し｣ ｢
死別の悲 しみを癒
避 けるか ｣ ｢
す ｣ ｢じい じとばあばの子育て術｣な どがあがってお り,次年度につなげた.
Ⅶ.会の運営
(
1
)
企画実行 メンバー

地域貢献部会のメンバー4名 が主 として企画 を進めた.
そ して当 日の実行 も含 めて主にサ
ロンのコーデ ィネー ター として活動 し,当 日運営には学生ボランテ ィアを募集 し,受付
や接待業務 を依頼 した.
机 の撤去作業には事務職員が動員 され,手分 け して準備 にあたった.
(
2)
活動資金

今年度 は地域課題研究費の一部 を充てた.
次年度以降については後援会の結成 を視野に入れてい くことを検討す る.
(
3)
PR ･広報

大学内広報関係 の活用 :大学広報(
ポルテ ィコの広場)
,ホームページの活用
新聞掲載 :看護大通信(
新潟 日報民間広報)
,
上越 タイムス,新潟 日報,読売新 聞,朝 日新 聞
パ ンフレッ トを作成 し,実習病院,近隣の レス トラン,市の派 出機 関,市役所内広報局
等に置かせてもらうな どを検討.
テーマは順次決 めていき 2か月前 くらいには広報 を出す よ うに した.
(
4)
講演料

学内者は無料,学外者 は 1回 1万円程度 とし,食事は時間によ り準備す るよ うに した.
(
5)
参加者‑の景品

2点を準備 し参加者 に配布

a.アンケー トに記入 してもらうため,ボールペ ン(
毎回デザイ ンの異なるもの)
1本

‑2
4‑

b.選択できるも う 1点

:キズ粋,携帯用手洗いせ っけん,メモ タック,眼鏡ふ きな ど

を検討 しすべて ｢
いきいきサ ロン｣ と ｢
ロゴマー ク｣ を付 けて配布 .
Ⅷ.蕎演資料の活用
講演者 には紙面での同意 (
同意書 を準備) を得て,写真撮影, ビデオ撮影 を実施 した.写
真は,ホームページに広報用 として活用 し, ビデオは,本学 どこで もカ レッジプ ロジェク ト
に, リカ レン ト教育教材 として 自宅か ら見 られ るよ うに準備 した.
看護大いきいきサ ロン通信 を発行 し,PRお よび資料提供 を含 めてセ ンターに訪れ る人向け
に準備 し,配布 した.

Ⅸ.21年度の評価 と今後の展望

このいきいきサ ロンは,本年度か ら計画 し新 しい試みであったが,想像以上の高い住民の
評価 をいただいた.サ ロンでは,質問者が必ず あ り,気軽 に何で も聞けることが好評 を得た.
地域貢献 として,まず は看護大学に初めて足 を運んだ とい う地域住民の声があったことで,
本学が地域 に開かれていっているとい う実感 を得 ることができた.公開講座 の難 しいタイ ト
ル ではな く,いつ も受診 している ｢
町のお医者 さん｣に健康の ことを質問できることが,参
加者 に とっては よい時間 となってお り,大学が こ うした地域で活躍す る医療者 を招 き入れ る
ことで,地域 と医療 もつなが りをさらには看護大学 ともつなが りを得 ること‑ と発展 してい
ったよ うに思われ る.
看護大学の教員担当の回 もまた好評 であ り,参加者 は さらに上回っている.治療 だけでな
くケア もまた住民の関心の深い ところであ り,随時企画に組み入れてい くことで看護大学の
知 もまた地域 に役立てることができていける と考 え られた.
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