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2019/

NPO ふくてっく定例会

9 月 7 日ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ

司会

佐久川 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＊

・ATC 事務局を移転し、9/1 より 5 階になりました
移転作業にご参加くださった方々、お疲れさまでした。活動費をお渡しします
【新住所】大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC・ITM 棟 5 階 J-5-4
・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
Ｂ他団体の機関紙等
Ｂ-1 まねき猫通信 205 ひきめ
Ｂ-2
Ｃ情報誌
Ｃ-1
Ｄその他
Ｄ-1 総会資料

宅老所・グループホーム連絡会

Ｄ-2
＊学習会＊

13：40～15：10

コピーライターの仕事
森島 裕美子氏

企画編集者・コピーライター

企画編集事務所 サヴァ

コピーライターというとキャッチフレーズを作る人、というイメージがあるかもしれませんが、じつは広告制作全般に関わ
る幅広い仕事です。そうした広告制作の仕事の流れや、
「伝えること」の面白さ、難しさなどを少しでもご紹介できればと思
います。実際に参加者のみなさんに、
「自分を売り出すキャッチフレーズ」づくりも体験していただきます。

１．ふくてっくのつどい

小川 会員

◆10 月 30 日（水） 羽曳野市立幼稚園で親子木工体験をします。
詳細は、これから園長と協議していきます。
◆11 月 23 日（祝） 「池島ふれあいまつり」自由木工をします（予定）。
毎年 9 月末に主催者から連絡があり、10 月に協議をします。
◆9 月「登山ハイキング」を企画します。
16 日（祝）or23 日（祝）を予定していますが、参加者数によっては 10 月開催など里山の西川さんと協議していきます

1 / 2

190907

２．東大阪部会

清水 会員

① 8 月の東大阪における改造助成・介護住改の検証活動は 4 日間（8/1.8.22.29）延べ 14 名が活動しました。
・東大阪市事前相談会 担当：8/22 山本会員
② 8 月 17 日部会（10:00～12:30）参加者 9 名。
「検証事例検討等」
③ 東大阪市介護保険住宅改修施工事業制度説明会及び研修会
8 月 21 日・28 日 15:00～17:00 会場：イーコラム（若江岩田駅前）
研修会講師：8/21 曽我部・山田

8/28：春岡・山田

④ 寝屋川市介護保険住宅改修施工事業者制度説明会及び介護支援専門員研修会
8 月 26 日①10:00～11:30 ③15:00～16:30 施工業者 講師： 清水
②13:00～14:30 介護支援専門員 講師：寺岡
⑤ 大阪市住まい情報センター/出前講座 ・10 月 14 日「たかが手すり・されど手すり」 手すりについて考える会
・1 月 22 日「たかが手すり・されど手すり」 西成区老人福祉センター
⑥ 東大阪あれこれ「東大阪部会は体力勝負」

寺岡会員
中北 会員

３．こむねっと部会
■第三者評価関係

本日、10：00～13：00 に部会開催 議題：
「新しい社会的養護ビジョン」ほか。
同朋学園 全社協 HP で評価結果公表されました。
三光塾 9/5 評価結果報告終えました。
（池端 小川 中北）
9/6 高津学園と第三者評価受審の協議をしています。
大阪重症心身障害児者を支える会 自己評価差し戻し。スケジュール先送り。
和泉幼児院 8/24、8/28、9/3 の訪問調査を完了。10/2 に報告会予定。
今後のガイダンス予定：9/10 阪南福祉事業団、9/17 かしの木園、9/20 槻ノ木荘
槻ノ木荘は 8/22 に施設見学実施（池端 小川 大塚 清水 小梶 岡 中北）
阪南福祉事業会 にじいろコンサート 9/1
現在、受審問い合わせ中の案件
大阪市一時保護所、そんぽの家、らくじ会、花の会、公徳学園、武田塾、橋本クリニック・・・
天王谷学園は来年度実施予定 和泉幼児院の乳児院も来年度予定
評価調査者養成研修 10/21～12/25
■りすくのっく
ＮＰＯちゅうぶから 4 件の相談依頼 9、10 月中に対応したい
10/16 阿波座津波・高潮ステーション 10/22 阿倍野防災センター 見学
11/6 13：00 りすくのっく会議
■こむねっと部会予定

9/21 は取りやめ、10 月は 19 日

＊ひとことタイム＊（会員による個人の情報発信コーナー）

■10 月 6 日（日）定例会の次の日！にふくてっくメンバーでリレーマラソン大会参加します。
大塚、嘉指、川北、清水（夫）
、立溝、寺岡、春岡、小川
■今シーズンのマラソン参加者もお知らせします。応援よろしくお願いします。
★大阪マラソン：立溝、★神戸マラソン：川北、★奈良マラソン：清水（夫）
、小川
＊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＊
2019 年 10 月 5 日

司会：島村会員

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：曽我部会員 竹田会員

＊次回以降の予定＊

・10 月 5 日（土）13：30～17：00 会場：大阪重症心身障害児者を支える会 新施設（生活介護事業所+小規模保育）
■施設見学
・11 月 2 日（土）13：30～17：00 会場：大阪市立社会福祉センター
■学習会 （仮）
「
“手すりについて考える会”の取り組み」 障害者自立支援センター 事務局長 鈴木 千春氏
理事会の予定

・第 1 回定例理事会 上半期の活動総括ほか

2020 年 2 月 1 日（土）午前

会場：大阪市立社会福祉センター

・第 2 回定例理事会 決算理事会

2020 年 8 月 1 日（土）午前

会場：大阪市立社会福祉センター（予定）

2 / 2

