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10 月 5 日ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ

NPO ふくてっく定例会

司会

曽我部 会員

場所

大阪市立社会福祉センター

＊施設見学会＊

『エイブリィ製作所』
（社福）大阪重症心身障害児者を支える会
木造 2 階 363.54 ㎡ 準耐火

重心生活介助＋小規模保育所（0 才児 3 人、1 才児 3 人、2 才児 6 人）

施工：池田邦工務店

重症心身障害とは？
小規模保育とは？

＊事務局報告＊

中北 会員

＊資料および書籍の紹介＊

Ａ催し・事業企画の案内
Ａ-1 海外の制度から日本の精神医療を考える 11/16 13：00～16：35
Ａ-2 第 10 回ポジ祭 11/23 長居公園
Ａ-3 住民主体の生活支援フォーラム、コーディネーター研究協議会の開催について
Ｂ他団体の機関紙等
Ｂ-1

NPO ちゅうぶ通信 8＆9 月号

Ｂ-2 ゆめごよみ風だより №88
Ｂ-3 人権センターニュース 148
Ｂ-4 ウォロ 8・9 月号
Ｂ-5 ファーストラン №111
Ｂ-6 まねき猫通信 206 ひきめ
Ｂ-7 パンジーだより 319 号 大阪交通災害遺族会
Ｂ-8 アルミ缶 №50
Ｃ情報誌
Ｃ-1 CANVAS ニュース 8・9 月号
Ｃ-2 COMVO 10 月号
Ｃ-3 あんじゅ vol80
Ｄその他
Ｄ-1 大阪ボランティア協会 2018 事業報告 2019 事業計画
Ｄ-2 大阪 NPO センター 21 回定時総会議事録他
１．ふくてっくのつどい

小川 会員

◆10／30（水）羽曳野市立駒ヶ谷幼稚園での親子木工を行います。
園児 19 名（3 歳児 10 名、4 歳児 4 名、5 歳児 5 名）で 3 歳児が多く木工内容を考えたいと思います。
◆11／14（木）大阪市立総合医療センター院内学級での木工授業を行います。
内容はこれまでの授業で問題ないと言われています。
子供たちも毎回楽しみにしていますのでよろしくお願いしますとの事です。
◆11／23（祝）池島ふれあいまつりでの自由木工を行います。
毎年の内容でお願いしますとの事ですが 10／12（土）13 時打合せしてきます。木材提供もある様です。
※上記 3 活動について、これから打合せするものもあり内容がはっきりした時点で、みなさんへの活動協力をメールでお知ら
せしますのでよろしくお願いします。
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２．東大阪部会

清水 会員

① 9 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（9/5.12.19.26） 延べ 12 名が活動しました。
・東大阪市事前相談会 担当：9/19 寺岡会員
② 9 月 21 日部会（10:00～12:00）参加者 5 名。
「新申請システム等」
③ 東大阪市新システム等協議
9 月 26 日 12:30～13:15 会場：東大阪市庁舎 18 階大会議室
東大阪市：課長・谷口主査・松木氏

F：山本・清水

④ 東大阪市福祉用具住宅改修ケアマネ研修会
9 月 26 日 14:00～16:30 会場：東大阪市庁舎 18 階大会議室
講師：清水・三浦（株シャカリカ） ケアマネ参加者：120 名

F 参加者：大塚・山本・曽我部・寺岡

⑤ 大阪市住まい情報センター/出前講座
・10 月 14 日 13:30～16:30「たかが手すり・されど手すり+α」手すりについて考える会

講師：清水

・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 東大阪市観光ガイド 担当：大塚
中北 会員

３．こむねっと部会
■第三者評価関係

9/12 阪南福祉事業会、9/17 かしの木園、9/20 槻ノ木荘でガイダンス実施。
三光塾 事業所からのコメントを得て全社協に報完了。
和泉幼児院 10/2 に評価結果報公会実施。
高津学園および信太学園の第三者評価受注。10/11、10/24 にガイダンス予定。
大阪重症心身障害児者を支える会 10/18、10/23、10/28 に訪問調査予定。
評価調査者養成研修 10/21～12/25 中嶋士朗氏 3 分野受講
初日に森島裕美子氏オブザーバー受講 かしの木園訪問調査に随行予定。
児童養護施設 武田塾から来年度の予約が入りました。
大阪市一時保護所第三者評価の評価機関公募に応札しました。
■りすくのっく
ＮＰＯちゅうぶから 4 件の相談依頼 10 月中に訪問対応予定（日程調整中）
。
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
■その他
10/20 岡本栄一先生の米寿を祝う会
10/31 ハイテクセミナー「災害に強い街づくり」 10：00～17：10
■こむねっと部会予定
9/21 は取りやめ

10 月は 19 日に開催

＊ひとことタイム＊（会員による個人の情報発信コーナー）

＊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 11 月 2 日

司会：竹田会員

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：田代会員 立溝会員

＊次回以降の予定＊

・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）
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