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11 月 7 日の記録ﾞ

NPO ふくてっく定例会

司会

池端会員

場所

大阪市立社会福祉センター

書記

苅田会員

＊事務局報告＊
小川 会員
 ＨＰがアップしました。 http://fukutech.sakura.ne.jp/ これから中身の充実が必要、ご意見ご感想をお願いします。
 １１月例会用から、アジェンダ及び資料等メーリングリストで送りました。不都合があった方はお知らせください。(2 名より連絡有)
 「大阪市ボランティア情報ネットワーク団体利用登録」のお知らせ。
 １２月発行「ふくてっく新聞７７号」の構成 12/5 発行予定･･･執筆担当者は 11/13（金）原稿締め切りです。よろしくお願いします。
①新体制の報告及び課題と展望 ②お知らせ（HP と学習会予定）③東京研修Ａ・Ｂ・Ｃ ④部会活動紹介など⑤「ことば・コトバ」
⑥学習会報告 ⑦ふくてっく概要 ⑧新役員のコメント
 来月（１２月）の定例会会場は、阿倍野区の「エフ・エーさろん」です。（地図があります・HP にも UP しています。）
 各団体からの案内・・・・・回覧します。
・住まい情報センター/タイアップ事業の紹介 ・さつきつつじ会/活動紹介 ・口と足で描く芸術家協会/作品の販売案内
１．研修部会
鎌田 会員


関西大学月ヶ丘住宅見学・学習会（詳しくは別紙 案内状をご覧ください。）
・日時/１１月１５日（日）１４:００～１６:００
・集合/阪急千里線「千里山駅」東側（下り方面）改札口１３：３０
・参加費/５００円（会員・非会員）定例会時に参加費徴収 ❤お知り合いの方の参加もＯＫなので、お誘いください。
・申し込み締め切り/１１月１３日（金）
・参加申込者/苅田･中北･畑･古場･岡･和泉･佐久川･島村･光川･有馬･小川･清水･津田・川北・大塚・池端・鎌田･山本

２．東大阪部会




磯田

会員

１０月 検証活動報告
・改造助成： 認定審査/高齢 4 件・障害 1 件、書類審査/高齢 1 件、完了審査/高齢 4 件・障害 1 件
・介護住改：事前審査 11 件（内併用 3 件）、事後審査 11 件（内併用 4 件）
・活動日数：４日（10/1・15・22・29） ・延べ１２人（ﾃﾞｰﾀ入力含む）
その他の活動報告
１０月１日改造助成事前相談会：相談者０件
１０月１・１５・２９日 介護保険住宅改修講習会について協議：市側/松田総括主幹・大西主幹、ふくてっく３名
１０月３日部会（大阪市立中央青年センター）：参加者６名
１０月１５日部会（東大阪庁舎 5 階研修室）：参加者１０名

３．こむねっと事業部
中北 会員
 １１月に入り、しばらく休眠していた建物定期検査報告活動が再開します。
・至善荘から、施設保全の相談を受けています。こむねっとが目指す方向に一歩前進です。
 福祉サービス第三者評価事業の動向
１０／１５長野県の推進機構から２名の担当者が来阪。お試し評価について意見交換。本年度の評価調査者養成研修が始まり、
初日の 10/20 に昨年に引き続き講義をしてきました。受講生 80 名（昨年より多い）
 関連活動
①青葉園自立体験＋地域交流ハウス（日本財団が支援する改修などによる福祉拠点整備）財団への補助申請を完了。結果が来年
３月の予定。月例会で、ふくてっくとしての取組について協議したいと思います。
②福島区共生ホーム（提案型高齢者の地域交流拠点づくり事業）が大阪市に採用されました。TOP 当選です。補助金三千万円
③某清水氏より、住宅改修部と合同で「住まい情報センター」のタイアップ事業への参加、部会ＨＰ刷新するように要請があった。
 部会１０月は休会にしましたが、１１／２１日（土）１３:００～ は部会を開催します。後日ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ送付
４．福祉用具部会




古場

会員

１０月１７日（土曜日）福祉用具部検討会 大阪市立社会福祉センター104 号室
参加者 ３人
苅田さん開発キャスターのような段差の克服・低速駆動等機能をもつ車輪を在宅で使用でき、畳面にめりこみを防止できる安全な
走行移動車輪を歩行車等移動具に利用できる歩行車を作りたい（一例 歩行車と車椅子を合体したもの）と考えています。テクノエ
イド協会福祉用具研究開発助成事業応募について次回検討する事になった。
１１月２１日（土曜日）福祉用具部検討会 大阪市立社会福祉センター104 号室 午前１０時～１２時
苅田さん開発のキャスターを利用した歩行車を検討して、テクノエイド協会の福祉用具研究開発助成事業に応募するため内容を
検討する。

５．木工部会
西川 会員
 10/1～10/末 外部からの依頼活動なし。
 １１月１８日(水)住之江区社協在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ「さざなみ」要請の木工教室（老人対象・色紙台の制作）を開催します。
 １１月２３日(月祭日)例年通り「池島まつり」の自由木工教室を開催します。
 １２月２１日(月)住之江区社会福祉協議会在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ｢さざなみ｣要請の木工教室を開催します。ｴﾘｱ：南港地区対象
 OVJ の紹介で 93 歳の男性、小さなｳｻｷﾞの置物を一緒に作らせてほしいと要望があった。11/28 工房に参加される予定。
 １１月の木工部会・・１１月１４日（土）と１１月２８日（土）の２日間です。
６．住宅改修部会



後藤

会員

畑

会員

事例報告 住之江区子育てプラザ「幼児転落防止用建具工事」工事無事終了。喜ばれました。担当：後藤会員・清水会員
事例報告 フェリスモンテ子育てセンター：増改築の予算が合わず、対応できない旨返答する。担当：畑会員
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＊ぼとむあっぷ＊（活動懇談会/検討会議）

時間が足らず、にこにこタイムの後に再開

小川

会員

運用規定・通信会員の立場・新聞の今後について
通信会員には、１２月発刊「ふくてっく新聞」を発送時、ＨＰへのアクセスと今後の新聞発刊についての説明文を添付する。
ホームページの会員ページの充実を図ることによって、今後会員パス等（通信会員含む）を配布し、非会員との差別化を図る。ホ
ームページを見られない方には、対応を検討する。
ふくてっく新聞・会報については、１２月発刊後に、印刷物媒体としての目的や内容を検討する。



ＨＰの活用について/・閲覧制限と会員専用ページ・各部会ページの更新
会員ページは、各会員によって、その ID(名前)とパスワードを決定していただき、退会された方は、消去する。
各部会ページは、内容をもう一度考えて、より充実した内容にする。ページを増やしたり、各項目の変更も可能です。
メーリングリストはテスト段階を過ぎ、実用出来ることを、確認する。
・メーリングアドレスは member@fukutech.sakura.ne.jp です。
（34 名が登録）
・ふくてっくのメールアドレスは、mail@fukutech.sakura.ne.jp です。
ホームページのお問い合わせは、このアドレスが使われます。
現在、苅田氏と小川氏が受け取る事が出来ます。

＊学習会＊



『美・機能・デザインを追求したネジ創り！』

川端ネジ製作所の歴史・アートネジの開発―展開

講師：川端 謙二 氏

川端ネジ製作所

http://www.art-neji.com/

昭和 28 年、大阪市生野猪飼野にて、先代、川端清が若干 26 歳で創業。主に工業用ミシンや、レントゲンの精密切削ネジを受注
生産。特に世界に誇る工業ミシンメーカーより創業以来 56 年間採用され続け、世界各国のファッションアパレル産業を代表するよ
うな縫製工場で重要な工業用ミシンの機能部品として活躍し続けています。
平成元年『ネジは機能部品だけではない』という事を発見。つまり、機能一辺倒のネジの分野では、世界に例のない『遊び心とデ
ザイン』を持ち込み、ネジ業界に一石を投じ、革命を起こす。
当初、精密ネジを制作しながら、子供の頃、お父さんの作っているネジの材料がロケットに見えたことを思い出し、ネ
ジをもっと表舞台に出すことを考えました。家内工業である事で、家族全員が一体となって取り組み、企画、デザイン、
販売することで、色々なニーズに対処し、良品少数の今までのネジでは考えられない販売形式に至りました。
現在、セミナー、テレビ放映、新聞記事の掲載、ホームページなど様々なネットワークで人の結びつきが出来る事で、
また新しい“アートネジ”が生まれつつあります。町工場はこの不況の中、待っているだけでは乗り切ることは出来ませ
ん。前向きな考えを持ち続ける事が大切です。その一つが“アートネジ”
“です。
ネジも少しは表舞台に立って喜んでいることでしょう。また家族の笑顔も・・・
・ 昭和 28 年大阪市生野区猪飼野にて出生。56 歳 昭和 46 年近畿大学付属高等学校機械科卒。
・ 同年、川端ネジ製作所入社。先代や先輩の職人さんに厳しくも暖かい指導のもと、ネジを作る技術を学ぶ。
・ 平成 2 年、先代より事業を引き継ぐと同時に、本格的にアートネジの研究開発を始める。
以後、試行錯誤の連続ながら、G マークや数々のデザイン賞を受賞。その他、ゼミの講師、講演等多数。
・ 平成 16 年、イタリア・ミラノにおける関西展 2004 に出展。 平成 18 年、カードホルダーが東大阪ブランドに認定。
☆ 2008 年 経済産業省、近畿経済産業局認定

ＫＡＮＳＡＩモノ作り元気企業 100 社に選ばれました！

☆ 2008 年 経済産業省認定、全国モノ作り元気企業 300 社に連続して栄えある栄誉に輝きました。
＊にこにこタイム＊

（会員による、なんでも情報交換・交歓・好感・交感コーナー）

・磯田氏より、建築士の会 東大阪：11/14（土）9:00～12:30 わくわく探検「駅前ｼﾘｰｽﾞ第 9 弾」の紹介
・中北氏より、松原市に 700 坪の土地あり。地域支援等に関する団体に土地を貸しても良いとの情報。（￥1000/坪）関心がある方は連
絡ください。
＊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いただきますのでご協力ください）
林田 良行さん：有馬さんの紹介。元阪南病院勤務。定年後の人生を模索中。
磯野榮子さん：サークル息吹の代表。「男女で支える在宅介護」セミナーの紹介
＊次回例会の司会・書記の予定＊
平成 21 年 12 月 5 日

司会： 池渕 会員
書記： 鎌田 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。司会/和泉会員・磯田(吉)会員・

＊次回以降の予定＊
12 月 5 日(土) 13：30～17：00 頃 場所 エフ・エーさろん
内容 ■学習会「すべらんうどんの試食」岡 道信 ＆「砂川恵理歌ミニライブ」 ■活動懇談会等
1 月 9 日(土)
13:30～17：00 頃 場所 大阪市立社会福祉センター３階
内容 ■学習会「あおば仮設ホームのリニューアルプロジェクト検討会」中北 清 ■活動懇談会等
2 月 6 日(土) 13:30～17：00 頃 場所 大阪市立社会福祉センター３階（予定）
内容 ■学習会「高齢者の生活機能と生活環境」OT：山田 隆人 ■活動懇談会等
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