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〈外国人の医療をめぐる日本の状況〉
　1990年代以降のグローバル化に
よって、学ぶため働くために、多くの
人々が世界のあちこちに移住するよう
になった。人々が国境を越えて移動し
生活をはじめると、言葉の壁・心の壁・
制度の壁などが立ちはだかり、様々な
問題が生じるのは当然ことである。な
かでも怪我や病気をした時に、移住先
で医療や福祉の支援を受けることが
できなければ、大きな障害を負った
り、死につながる深刻な事態に陥るこ
ともまたよくあることである。
　日本でも同様の事態が起り、留学
や就労など在留資格が一定の条件を
満たす長期滞在者には、国民健康保
険加入が義務づけられるなどの施策
が実施されるようになった。しかし、超
過滞在や短期滞在などで健康保険や
民間の保険に入れない人々、あるい
は、何らかの理由で加入しなかった
人々の緊急医療の対策がまだまだ不
十分な自治体が多い。
　1990年までは、人道的な立場から、
在留資格のない外国人であっても重
い病気や大怪我で、緊急医療が必要
となった場合、行政が生活保護法を
援用して医療費を捻出することも可能

～短期滞在中の外国人の緊急医療支払い問題をめぐって～

であった。しかし、1990年前後から外
国人の人口が急増し、同年10月には、
厚生省（当時）の口頭の通達で、在留
資格のない外国人を生活保護の対象
から除外するよう指導した。そのため、
在留資格のない外国人は、緊急医療
が必要でも医療費が医療機関に払わ
れないという事態が起こるようになっ
た。1958年に「平等に医療を受ける権
利」を保障する国民健康保険法が制
定され、1961年に「誰でも」「どこで
も」「いつでも」保険医療を受けられ
る、国民皆保険体制が整って以来の
大きなほころびが生まれたのである。
時には命に関わる診療忌避まで起る
ようになった。医療費の支払いが不確
かという理由で、治療を提供しないの
は医師法違反に問われる問題であり、
生命が関わっている場合はなおさらで
ある。
　先進的な取組みを始めた少数の自
治体は、「行旅病人及び行旅死亡人取
扱法」（明治32年に制定）や「外国人
未払医療費補填事業」という２つの制

度に必要な予算を割り当て対処してい
る。外国人の病人に必要な治療を提
供した医療機関に対して、一定の条件
のもと、その損失の一部を自治体が補
填するのである。さらに外国人のため
の検診、通訳制度なども加えて、より
積極的な施策を展開している。それら
の施策が、早期発見や受診の機会を
提供し、重症患者が減少し、診療拒否
が起きにくいセーフティ・ネットとなり、
医療経済上も効果をあげているとい
う。
　一方こうした制度がない自治体で
は、医療費の未回収や言葉の問題で
病院が診療を拒みがちである。この結
果、治療を受けられず、病状を悪化さ
せていく外国人がいる。病状をある程
度回復させなければ帰国できないの
で、結局どこかの公立病院が最後に引
き受けて、より時間と費用をかけて治
療をすることになり、税金の大きな無
駄遣いともなる。
　最近では、健康は人権であるという
意識が開発途上国にも広がってきて、

日本国内で外国人が、医療費が払え
そうもないからと治療が拒否された
り、遅れたり、そのために死亡したりな
どの事例が続けば、国際的な非難を
浴びることは必至である。また、健康
保険を持たない外国人には、日本人に
嫁いだ娘の子育て支援に来た母親、
大使館で雇用される運転手など多様
な人が含まれている。こうした人々の
急病への備えも必要である。現状だと
殆どの自治体ではすべて自己負担とな
り、高額になると支払い不能となる場
合も起こりうるからである。
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と、殆どの自治体では、すべて自己負
担となり、高額になると支払い不能とな
る場合も起こりうるからである。
〈豊中で起った事例〉
　その事例が私たちの住むまち豊中
で起った。2011年9月、夫と子ども１人
を伴って留学していたベトナムの学生
Aさんが、2人目の出産を機に子育て支
援を母国の母に頼んだ。夫が自分の
両親が病気となり、ベトナムに帰国せ

「国際交流市民ネットとよなか」主催の国際チャリティ・イベントでの
ベトナム留学生による「蓮の花の踊り」
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どの自治体ではすべて自己負担とな
り、高額になると支払い不能となる場
合も起こりうるからである。

〈豊中で起った事例〉
　その事例が私たちの住むまち豊中
で起った。2011年9月、夫と子ども１人
を伴って留学していたベトナムの学生
Aさんが、2人目の出産を機に子育て支
援を母国の母に頼んだ。夫が自分の
両親が病気となり、ベトナムに帰国せ
ざるを得なくなったからである。ところ
がAさんの母親は、来日して間もなくク
モ膜下出血を発症し、緊急にB病院に
入院して治療を受けるという事態に
なった。手術を受ける前、母の命を救
うのに他の選択肢がなかったAさんは
診療費等の支払いについて連帯保証
人となった。母親は3か月の短期滞在
ビザで入国したため、加入できる公的

医療保険がなく、また、ベトナムではま
だ簡単に個人で加入できるシステムが
整っていないため、短期滞在者用の旅
行保険にも加入していない、いわゆる
無保険状態だったのである。入院は約
5ヶ月に及び、その間の診療費は約
750万円となった。一命を取り留めた
母親は退院後、病院スタッフの手厚い
看護を受けながら帰国した。
　そして、当然のことながら病院は連
帯保証人となったAさんに診療費を請
求した。しかし貨幣価値の違う日本
で、母国の奨学金を受けながら子育て
と勉学にと、ギリギリの生活をしてい
るAに支払い能力はなかった。困り果
てているAさんを見かねたベトナム留
学生の友人が、「NPO法人 国際交流
の会とよなか（TIFA）」の理事長 葛西
芙紗さんに相談した。こうして豊中市
内の市民活動団体の支援活動が始
まった。早速、募金活動を開始し、翌年
2月に50万円支払った。
  豊中市は、1980年代から国際交流
に関わる市民活動が活発なこともあっ
て、在住外国人の施策は先進的に実
施されてきた歴史を持つが、外国人未
払医療費補填事業、医療通訳制度、外
国人のための検診などは制度化され
ておらず、このケースには直接対応す
ることができなかった。そこで葛西さ

んは、ベトナム領事館や、大学関係者、
在留外国人を支援する国際交流15団
体でつくる「国際交流市民ネットとよ
なか」（薄波アキ代表）へ支援を依頼し
たほか、Aさんが大学に行く間は、
TIFA会員で交代して子どもの世話を
した。また、３月には国際チャリティ・
イベントを開催したり、市民ネットの
「外国人救援基金」を活用したり、ベト
ナム人留学生会のみならず、タイやイン
ドネシア留学生たちも応援に加わり、
広く医療費募金活動をして、3月には約
160万が支払われた。しかし、残額が
540万近くあり、Aさんの苦境が続い
て勉学もままならない状態となったと
き、さらなるネットワークが動いた。
TIFAと「NPO法人 とよなか市民活動
ネットきずな」の両方に属する足立郷
志さんが、きずなの正会員でもある
「NPO法人 多重債務者再起協会」の
代表 飛田武雄さんに相談したのが
きっかけであった。
　飛田さんがこの相談を引き受けたの
は、「通常、弁護士が取り上げないか受
任しがたい案件で、且つ社会的な意義
のある案件に対して相談を受ける、と
いう自分のモットーに該当していたか
ら」「私の活動の拠り所は日本国憲法
第14条32条（*1）です。素晴らしい憲
法です。」と言われるその姿勢に、日頃
の活動の原点と情熱を感じる。実際、
飛田さんがAさんの代理人となり、必
要な書類を揃え、法的知識を活かした

Aさんの代理人となり
支援を続けた

「多重債務者再起協会」の
飛田武雄さん

飛田さんに
相談をした
足立郷志さん

寄付金の贈呈式での「国際交流の会とよなか」の葛西芙紗さんと「国際交流市民ネット」の薄波アキさん（右側２人）

１年以上の紆余曲折の粘り強い交渉
の経緯を知る人たちは、他の誰もでき
ないことだ、とつくづく感心し、話題に
していたのである。
　今年の6月、B病院は最終的に早期
に円満解決するべく、豊中簡易裁判所
にAさんに残額を支払うよう調停を申
し立てた。飛田さんは、Aさんの生活の
実情を病院やそして裁判長に理解して
もらうための書類の作成に力を注い
だ。そのために豊中市からも大きな協
力を得た。そして、医療費残額のうち
40万円を支払うことでAさんの債権債
務がなくなるという内容の調停が6月
26日に成立した。病院側も経営に関わ
る苦渋の決断であったに違いない。
　Aさんは現在、保育所を活用して子
育てしながら、必死で学業に専念して
いる。「卒業して就業したら日本とベト
ナムの架け橋として、恩返したいと感
謝の気持ちで一杯」です、と語る。
　この豊中での緊急医療の支払い問
題は、誰もが生きやすい社会を目指し
て、地域に根ざした活動を長年地道に
続けている市民活動の人々の、「困って
いる人がいれば何とかしたい」という
率直な気持ちと市民力が、緩やかな
ネットワークを動かし、解決に導いた
と思う。
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3

豊中の市民活動を動かしたもの

新事務所

～短期滞在中の外国人の緊急医療支払い問題をめぐって～

１年以上の紆余曲折の粘り強い交渉
の経緯を知る人たちは、他の誰もでき
ないことだ、とつくづく感心し、話題に
していたのである。
　今年の6月、B病院は最終的に早期
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だ。それには豊中市からも大きな協力
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育てしながら、必死で学業に専念して
いる。「卒業して就業したら日本とベト
ナムの架け橋として、恩返したいと感
謝の気持ちで一杯」です、と語る。
　この豊中での緊急医療の支払い問
題は、誰もが生きやすい社会を目指し
て、地域に根ざした活動を長年地道に
続けている市民活動の人々の、「困って
いる人がいれば何とかしたい」という
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〈これからに向けて〉
　葛西さんや飛田さんを始めとする市
民活動の市民がどこにでもいる訳では
ない。また、このような解決の仕方に
は異論もあるだろう。この経験を経て、
今後どうあればよいのかしっかりと議
論する必要がある。平成１2 年（2000 
年）5 月に策定された「豊中市国際化
施策推進基本方針―共に生き共にす
すめる地域の国際化―」は、「外国人も
市民として 誰もが住みよい 世界に開
かれた地域社会の創造」を基本理念
として掲げ、「国際人権規約 内外人平
等の原則が行政のあらゆる施策に生
かされ、総合行政として取り組むことが

必要です。」と明言している。この趣旨
に沿って、同じようなことが豊中市で
起らないように、施策や制度を整え、
予防策を講じることが重要だと思う。
また、そうした人々が自国を出国する
際には、短期であっても旅行保険に加
入することの必要性を、外交を通じて、
また在留する外国人に、あるいは留学
生が在籍する大学関係者などに向け
て広報するなど、継続的に取組むこと
も欠かせない。
　日本に在留する200万人を越える外
国人の多くは若い働き盛りの人々であ
る。すでに日本の経済を支える大きな
役割の一翼を担っている彼らの健康を
どう守るのかという課題を、地域社会
は解決することを求められている。外
国人のための健診・通訳制度・未払い
補填制度のなど効率的で人道的な医
療体制の整備が必要な時代になった
のである。
　近年では、医療にかかれない外国
人の増加だけではなく、健康保険料
滞納のために保健証を差し止められて
いる子どもたちや保険料未払いのため
医療を受けられない人々が増えている
という。憲法が保障した「健康で文化
的生活をする権利」が経済の論理に
よって揺らいでいる。医療でも格差が

生じ、公的責任より個人の責任に帰せ
られる風潮が強くなってきるのは、日
本の大きな問題であり、結果的に社会
の安定を欠く原因の一つになると思わ
れる。
　未来に向かって、どのような社会を
望むのかを選択するのは私たちであ
る。私たちの住む地域で、医療費が払
えるか否かで人の命が左右されること
がいいのかどうかは、外国人のみなら
ず私たち自身の問題であるからだ。
(*2)　　　　　　　　（文責　鵜川）

（*1）　日本国憲法　
第14条（抜粋）法の下の平等
すべて国民は、法の下に平等であって、人種､信
条､性別､社会的身分又は門地（もんち）により、
政治的､経済的又は社会的関係において、差別
されない。
第32条 裁判を受ける権利
何人も、裁判において裁判を受ける権利を奪
（うば）はれない。

（*2）  特定非営利活動法人 シェア＝国際保健
協力市民の会下記のホームページ中に副代表
理事 沢田貴志さんの『「健康にいきる権利のゆ
らぎ」-今、平等と連帯が求められている-』と
題する小文を是非お読みください。
http://share.or.jp/opinion_advocacy/insi
stence/002.html　

写真

「国際交流市民ネットとよなか」主催の国際チャリティ・イベントには
多くの市民が参加した
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　歴史の分野は、歴史学者たちの専門の世界で、市民は

「素人」にすぎず、市民の「歴史研究」は、好事家の余技程

度にしか見られていないみたい。

　でも、豊中の市民の中には、市民的立場ではあるが専門

的に、古文書を読み、発掘現場や歴史の現場、史跡に何度

も足を運び、市民の自由な感性で通説にとらわれずに地道

に豊中の歴史を研究している市民グループがいくつもある

ことがわかってきました。「きずな」が企画した、豊中市民

活動情報サロンのウイークリーサロンで、日本の歴史・豊

中の歴史をテーマにして語り合ったのが、豊中の歴史研究

グループや歴史に関心のある市民との出会いでした。豊中

の交通、水道、まちづくり、条里制などなどの歴史をテーマ

に研究している市民や専門家をゲストに迎え、フリーに語

り合いました。そんな中で、参加した市民も、それまであま

り歴史的に個性を感じてこなかった豊中が意外に豊かな

歴史を持った都市であることを感じ始めていきました。住

民の移動の激しい豊中市ですから、歴史や風土を理解して

「わがまち豊中」と感じている市民はそれほど多くないの

かもしれません。でも、豊中の歴史を知ることで、豊中への

愛着や「郷土愛」みたいなものが芽生えていきました。

　ウイークリーサロンで出会った人たちは、その後、歴史

に興味をもっている市民たちと新たなネットワークを築

き、原田城跡・旧羽室家住宅をはじめ豊中市内の文化財の

4

豊中には、いろんな分野に市民のネットワークの
地下水脈があります。なかなか目にすることがで
きないのだが、「とよなか市民活動ネットきずな」
が触媒型のネットワーキングを続けていく中で出
会った市民ネットワークのいくつかを紹介していき
ます。

保存・活用を通して歴史と文化の側面から豊中のまちづく

りに貢献することをめざすＮＰＯ法人「とよなか・歴史と文

化の会」を立ち上げていかれました。

　そして、昨年「きずな」と古代史家の古田武彦さんの研究

グループの大下隆司さんたちとで立ち上げた「豊中歴史の

会」には、「とよなか・歴史と文化の会」で古文書を読んで

いるメンバーや、豊中の街歩きのガイドを担当している市

民も参加してくださり、豊中の歴史をいろんな角度から発

見し、見直そうとする市民のつながりの輪が広がっていま

す。

　市民の多様なネットワークと市民の自由な目と感性、そし

て足でもって、豊中の遺跡、発掘史料、古文書、伝承などを

読み解き、市民による「もうひとつの豊中の歴史」を描いて

みせてくれる日も近いかもしれません。　　　　　  （永田）

（

［豊中の歴史を読み解く市民たち］

豊中まつり2013は８月3日、4日、豊島

公園で開催され、16万2千人という、

豊島公園での単独開催となってから

の最高の人出で賑わいました。

市民ふれあい広場も２３の市民活

動団体の出店で賑わい、恒例のあ

さひ会の和太鼓で幕を開けたス

テージも、個性あふれるパフォーマ

ンスの数々で、楽しんでいただきま

した。

豊中まつり2013

豊中の
市民ネットワークの力

「とよなか・歴史と文化の会」の活動拠点「原田しろあと館」
（原田城跡・旧羽室家住宅）

❶
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◎まずＳＭＩＬＥはどのような活動をしているのか
お聞きします。
　「とよなか子育て応援マガジンＳＭＩLE（スマイル） 」は、
子育て中のお母さんたちが「集えるところ」「遊べるところ」
「学べるところ」等々、みんなが知っていそうで知らない市
内の情報を集め、それを編集して日頃の暮らしに役立てて
いただければと年に2回（9月と3月）発行しています。

◎大変読みやすく、読んでいて楽しくなる内容のものが
多く掲載されていますが、どのようなことがきっかけで
この冊子を作るようになったのですか？
　「ＳＭＩＬＥ編集部」は2009年に、私と副代表の白川さん
の2人で立ち上げました。
　私たちは偶然関東から引っ越してきた者ですが、豊中の
ことがよくわからない。豊中のことをもっと知りたい。という
気持ちを強く持っていました。
　そんな時（2009年）に豊中男女共同参画センターすてっ
ぷが市民企画委員（4名で構成、自分たちで講座を企画し運
営する）を募集され、たまたま2人が選ばれました。
　そこで開いた講座の講師が宝塚市で子育て情報誌を作
成されていることを知り、子育て情報誌のない豊中市でも
ぜひ作ってみたいと思ったのが始まりです。

◎冊子作成にあたっての苦労話などは
　メンバー集めやどうすれば子育て情報誌が作れるのかを
学ぶため、宝塚から講師を迎え「子育て情報誌編集委員養
成講座」を開きました。そこに参加したほとんどの方が、現
在編集メンバーとして一緒に活動してくれています。みんな
豊中で子育てをしている現役のお母さんです。（メンバーは
現在18名）

◎これまでに発行した冊子の内容は？
　創刊号（2011年3月）では、「こうえんへ  いこう」（お花見、
友達作り、水遊び）
　第2号では、子どもだって　親だって「もっと友達作りた
い！」子育てサークル、親子の遊び場さがし

　第3号では、豊中の達
人に聞きました！「親子
のかんたん工作・実験ア
イデア集」とよなかおや
つ
　第4号では、～知りた
い！育児ママの上手な
時間の使い方～「時短ア

イデア」大調査！in豊中
　第5号では、子連れで集える　クラス会ができる　「大人
数でランチのできるお店」をそれぞれ特集しました。

◎ＳＭＩＬＥに対してこれまでに寄せられた
意見や要望は？
　・託児所つきの美容室やマッサージ、スポーツ施設など
　　を教えてほしい。
　・子供連れでランチＯＫ店の情報がほしい。
　・遊びを沢山知っているおじいちゃん世代との交流を
　　今後も続けてほしい。
　・子育て中の母親として、ほしい情報がわかりやすく紹介
　　されており、毎回楽しみにしています。
といったような声が届いています。

◎この冊子を作成するための活動をしていて
何か気付いたことは？
　私たち大人が楽しく活動している姿を見て、子どもたち
も「お母さんが楽しそうにしている」ということを感じてい
るようです。大人も子どもも一緒になって楽しんでいます。

◎今後について
　2014年度は初めての試みとして、「スマイルメイト」とい
う制度を取り入れます。これは、読者の中からも、月に一回、
保育付きのミーティングに参加して頂ける方を募るもので
す。これまで、見学に来てくれた読者の方が何人かいたの
ですが、お子さんが慣れず、泣いてしまったりしてミーティン
グに参加できなかったことがありました。そのことから、マ
マのリフレッシュも兼ねて参加してもらいたいと考え、この
制度を取り入れました。この9月に発行する第6号で募集し
ます。「ＳＭＩＬＥ」を一緒につくってくれるプレママ、子育
て中ママの参加をお待ちしています。

◎このＳＭＩＬＥはどこにいけばあるのですか？
　子育て支援センター「ほっぺ」や図書館など、公共施設で
配布して頂いています。

▶話を聞き終わって
　私もＳＭＩＬＥの第1号から第5号まで読んでみましたが、
「子育て中のお母さんが楽しみながら作り、同じ子育て中
のお母さんに喜んで読んでもらっている」しかも、お母さん
方が知りたいと思っている内容が的確に集められ、それを
カラフルにわかりやすく編集されています。このすばらしい
情報誌ＳＭＩＬＥが、末長く続くことを願っています。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （吉村）

「とよなか子育て応援マガジンＳＭＩLE」ってご存知ですか？今回は、これまで
の豊中にはなかった、新鮮な取り組みをしておられる、「ＳＭＩＬＥ（スマイル）
編集部」の活動ぶりを代表の谷口亜美さんからお聞きしました。

　 

「とよなか子育て応援マガジンＳＭＩLE」

SMILE 編集会議の様子



わーさんのおすすめ本

▶「いろいろえんぴつ」へのご意見、ご感想をお寄せください
■特定非営利活動法人　とよなか市民活動ネットきずな
〒560-0026　豊中市豊中市玉井町 2-9-23　鷲野マンション１階　WILL SPACE
tel&fax: 06-6848-8989　HP: http : //www.kizuna-toyonaka.or.jp/
きずなメール：mail@kizuna-toyonaka.or.jp

デザイン：蛯名美佳（スタジオきんようび）
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編集後記

リレーでつなぐ

市民活動
曼荼羅

 

                   普段は民間の学童保育で職員をしています。7月、おかま
ち商店街で小学生向けの七夕祭りを開催しました。開催日の2ヶ月前、最初は5
人程で集まり「子どもが楽しめるイベントを」と始まった小さな企画でした。色々な
人にお話し、協力を募ったところ・･・阪大や関学の大学生は、わなげ等のゲームコー
ナーを。桜塚高校美術部の皆さんは、織姫彦星の記念撮影パネルを作ってくれました。
また、商店街の皆さんは、商店街でのスタンプラリーに快く協力して下さり、市役所の職
員さんには、豊中市の小学校全校生徒にチラシを配る方法を教えて頂きました。その
他にも、笹や景品・衣装のご寄付、機織り体験の先生ボランティアさん・･・たくさんの
暖かいご協力があり、お祭りは大盛況。当日は300人以上の子どもが来てくれま
した。多くの人とのつながりで、こんなにも楽しく、子どもも大人も笑顔になれ
るイベントができるんだなぁ～！と感動しました。これからも、ぜひおか
まち商店街で、多くの人が楽しめるイベントをさせて頂ければ

嬉しいです。
http://atto-school.jimdo.com/

「何のために働くのか
 自分を創る生き方」
寺島実郎
(文春新書)
発行：文藝春秋
★★★★☆
　国際的な経済
や政治のうごきに
対する的確な評論でおなじみの
著者ですが、4年前から多摩大
学学長になり、若者たちが｢自分
はこれをやるために生まれてき
た｣と思える仕事を見つけること
が、難しくなっていることを痛
感、｢今どきの若者への共鳴から
書いた｣という本です。著者は、
仕事が持つ経済的自立を手に入
れるための側面を｢カセギ｣と呼
び、他方、仕事を通じて自分が人
間的に成長し、社会に貢献して
いる、という手ごたえのような側
面を｢ツトメ｣と呼びます。そして、
この｢カセギ｣と｢ツトメ｣を両立さ
せ、自分が納得のいく仕事に出
会うことが困難な社会の実態と
変化や環境についてトータルに
説明、その上で、就職という人生
の一大事を決めていく参考に
と、｢環境･新エネルギー｣｢医療･
介護･健康｣｢次世代ICT｣｢食と農
業｣｢グローバルサービス･エン
ターテイメント･観光･文化交流｣
｢新しい公共･NPO･NGO｣の｢6つ
のジャンル｣を提案されます。6つ
目のジャンルを見てドキッとしま
した。　　　　　 　　　（平尾） 

A．

Q．

　　   各分野の専門家が、その職業上持っている知識やスキルを活かして社
　　   会貢献する活動や活動家自身のことを「プロボノ」と呼びます。語源はラ
テン語で「公共善のために」を意味する言葉の略です。元々、弁護士や税理士な
ど「士」業の方が無料で行う相談活動などを指していましたが、最近では、マーケ
ティングやwebデザインの専門家、経営コンサルタントなど、多彩なプロフェッ
ショナルが「プロボノ」として、NPO支援に携わっておられます。
　「プロボノ活用」とはそういう専門家の応援を得て、組織や事業を見直し、高い
成果をあげていく、ということですが、「プロボノにお願いすれば何でもうまくい
く」というようなものではありません。ビジネス分野における効率性や市場性重
視の立場と、NPO・市民活動団体の考え方、行動様式とには結構大きな違いが
あります。自主的な意思で集まった会員が協議しながら、課題解決への道筋を
探るNPOのやりかたは、非効率で無駄が多いと映るかもしれませんが、対等性、
関係性を大事にするNPO・市民活動の良さでもあります。

　団体のミッションや課題、事業の目的、自分たちの
活動スタイルなどを踏まえつつ、外部の第三者から
の評価やビジネス視点からの専門的な意見を聞
き、上手に“活用”しましょう。

（坂田）

最近、NPOや市民活動団体が「プロボノを活用する」
という言葉を聞きますが、「プロボノ」ってどういう意
味ですか？市民活動にどう役立つのですか？

豊中はこの夏、何度か“日本で一番暑
いまち”になった。あまりありがたくな
い一番。進む開発、大都市化で、この
まちはどんなふうに形を変えていく
のか。私たちの思いは、暑いまちより
熱いまちへ。ナンバーワンよりオン
リーワンのまちへ。
まだまだこの暑さは続きそうです。み
なさまご自愛ください。           （さ）

村西優季さん → 下中絵里加さん
CASA(かーさ)代表　　 　ＮＰＯ法人 あっとすくーる　

❾

Pro 
bono
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