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9 月 1 日ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ

NPO ふくてっく定例会

司会

上田 会員

場所

大阪市立社会福祉センター
中北 会員

＊事務局報告＊

・年会費のお支払をお願いします
金額

正会員 年額 10,000 円

振込み先 ◆郵便払い込み

通信会員 500 円

学生会員 3,000 円

郵便局備え付けの払い込み用紙をご使用ください。

口座番号 00970‐5‐183177
◆振り込み

三菱 UFJ 銀行 梅田支店

普通 4780928

◆振り込み （ゆうちょ銀行の通帳から振り込む場合）
ゆうちょ銀行 14040-33431361
※名前はいずれも「特定非営利活動法人 ふくてっく」
＊資料および書籍の紹介＊

Ａ催し・事業企画の案内
Ａ-1

第 9 回ポジティブ生活文化交流祭 11/23

Ｂ他団体の機関紙等
Ｂ-1 サロンあべの VOL.383
Ｂ-2 まねき猫通信 193 ひきめ
Ｃ情報誌
Ｃ-1
Ｄその他
Ｄ-1 大阪 NPO センター 定時総会議事録、他
＊学習会＊

13：40～15：10

名古屋のおも城ばなし ～どうなるバリアフリー～
講師：NPO ちゅうぶ 事務局長 石田 義典

小川 会員

１．ふくてっくのつどい

・8 月 26 日（日）「あそびかたフェスタ」に参加しました（10 名参加）。
・9 月 22 日（土）「木の縁日（木工）」に参加します（ATC グリーンエコプラザ）。
・10 月 24 日（水）「親子木工体験」羽曳野市立幼稚園で開催します。
・11 月 23 日（祝）「池島ふれあいまつり」に参加（予定）します。
＊9 月 8 日（土）シニアライフ SOS 研究サロン開催のお知らせ。「相続税改正と実務への影響」がテーマです
２．東大阪部会

①

清水 会員

8 月の東大阪における改造助成・介護住改の検証活動は 7 日間（8/2.7.9.10.16.23.30）延べ 12 名が活動しました。
・東大阪市事前相談会 担当：8/16 清水

②

8 月 18 日部会（10:00～12:00）参加者 9 名。
「事例検討等」

③ 東大阪市介護保険研修会
「施工業者向け」1 回目：8/1 15：00～17：00 講師/小川 F/曽我部・春岡・鎌田・清水

施工業者/142 名

2 回目：8/22 17：00～19：00 講師/曽我部 F/磯田・川北・鎌田・寺岡・山本・清水

施工業者/83 名

「ケアマネ向け」8/8 14：00～16：00 講師/清水 F/小川・春岡・寺岡・山本・鎌田

ケアマネ/98 名
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④ 寝屋川市介護保険研修会 9 月 7 日
「施工業者向け」1 回目：10:00～11:30 講師/小川 2 回目：15：00～16：30 講師/山本
「ケアマネ向け」13：00～14：30 講師/清水
⑤ 住まい情報センター 出前講座
・7/25（水）13:30～15:00「たかが手すり されど手すり」依頼者/生魂女子会
会場/生魂会館

講師/清水+曽我部

F/山本・春岡・佐久川 参加者/26 名

・8/2（木）13:30～15:00 「たかが手すり されど手すり」依頼者/阿倍野区老人福祉センター
会場/阿倍野区老人福祉センター/23 名 講師/曽我部+山本 F/春岡・清水 参加/23 名
・8/31(金) 10：30～12:00「介護保険による住宅改修」 依頼者/会場 福島区老人福祉センター 講師/清水+寺岡
・10/31（水）13：30～15：00「たかが手すり されど手すり」依頼者/生野区老人福祉セ ンター 講師/山本 F/清水
⑥ 東大阪あれこれ「ラグビーワールドカップ 2019」川北
中北 会員

３．こむねっと部会

■第三者評価関係
㈱ぐりーん 訪問調査を 8/15、8/21、8/23 に実施。9/15 部会にて評価決定。
（社福）以和貴会 すみれの里 自己評価結果 8/24 に受領。訪問調査は 9 月中旬以降。
奈良県手をつなぐ育成会 8/22、8/28 ワークショップ実施。9/4 にも予定。
美原の郷 9/5 委員会全体会議 9/8、9/22 に第三者評価ガイダンス実施予定。
関連して、地域資源調査を実施する。
（社福）総合施設美吉野園から第三者評価依頼受ける。自己評価調整中。
秋以降、主に社会的養護関係施設を対象に事業拡大の取り組みを開始する。
H30 年度評価調査者養成研修を小梶弘子さんが新規受講。春岡さん児童分野追加受講。
■ぱあとなぁ

8/8 検討会議 トイレ廻り他の改修を急ぐ。他の改修は年度内に。

■リスクノック 8/22 第 3 回検討会議（ココプラザ）活動の具体化へ協議。
■部会

8/18 主に、ぐりーんの 8/15 訪問をふり返る。他の評価活動の検討その他。

■BCP 研

8/22 （欠席）

■大阪府北部地震で、ぽぽんがぽんの放デイ被災 仮事業所の開設届に協力（8/27）
■その他

8/25 A 病院訪問面談（3 回目）

＊ひとことタイム＊（会員による個人の情報発信コーナー）

ことばあそび【おみなえし】中北：おとしより みんなわかるが なまえがでない えがおでごまかし しったふり
おいついて みごとぎゃくてん なんという えきさいとする しあいかな
8/4 志なのすけにて
中北：お元気で みなとの飲むなら 何度でも ええ酒のめて しあわせよ
上 佐久川、下 中北：おみなえし みんな知らない なんでしょう 英和辞典で 調べましょう
中北→後藤さんに：大騒ぎ 耳までなめて 何するの ええかげんに してください（愛犬の話でした）
後藤→美佐子さんに：お母ちゃん みこしをあげて 泣いてきて 笑顔でむかえ しとやかに
池端：大阪で みんなで 仲良く 笑顔 幸せだ
上 池端、下 中北：大阪で みんなで飲もう 仲間よせ ええかげんに 締めましょう
上 中北、下 佐久川：岡ちゃんを みんなで待とう 何時でも 遠慮は無用 支払いを

＊初参加者の感想＊（初参加者には例会参加の動機、参加した感想など一言お話しいただきますのでご協力ください）

＊次回例会の司会予定＊
平成 30 年 9 月 1 日

司会：嘉指会員

五十音順です。予定者の都合が悪い場合は、次の会員が担当となります。

予定：鎌田会員 苅田会員

＊次回以降の予定＊

・10 月 6 日（土）13：30～17：00 会場：大阪市立社会福祉センター
■学習会 内容未定
理事会の予定

・第 1 回定例理事会 上半期の活動総括ほか

31 年 2 月 2 日（土）午前

会場：大阪市立社会福祉センター（未定）

・第 2 回定例理事会 決算理事会

31 年 8 月 3 日（土）午前

会場：大阪市立社会福祉センター（未定）
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