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10 月 3 日 例 会記 録

NPO ふくてっく定例会

司会
場所

有馬会員

書記

＊事 務局 報告 ＊


山本会員

大阪市立中央青年センター

小川

会員

９月５日、総会を行いました。会員数４１名（正会員及び学生会員）出席２７名＋委任状提出８名＝合計３５名、過半
数の出席要件を満たしており総会が成立。
・総会議事録はただいま修正中。後日メール、FAX 等で送ります。
（１０月８日、配布済み）
・新理事挨拶 苅田会員・古場会員・岡会員・佐久川会員・西川会員・山本副理事長・小川理事長



新理事・各部リーダー懇談会の報告。
（９月１９日実施）
・懸案事項等、検討しないといけないことはたくさんありますが、よりよい環境に向けてゆっくり進めていきましょう
ということになりました。



例会アジェンダ及び資料等を事前に会員宛に送付することの告知。各会員の受け取り可能手段を確認中



各団体からの案内・・・・・回覧します。
【大阪市ボランティア情報センター】より
大阪市ボランティア情報ネットワーク「こむりんく」の案内
【社会福祉法人 大阪ボランティア協会】より
講座・研修の案内（「自治の学校」
「はじめてのボランティア」他）
【大阪市立住まいの情報センター】より
「もっと、ずっと、住みたいまち大阪へ！」
（10 周年記念イベント）
【
「パーティ・パーティ】より
「福祉・介助者ポジティブキャンペーン」の案内
【各関連団体】より 発刊物

１． 研修 部会

部長交代の告知。


会員

磯田

会員

実証実験住宅：関西大学月が丘住宅の「見学」+「勉強会」のお知らせ。（担当：山本）
例会参加者で日程についてアンケートを行い、日時：11 月 15 日（日）に決定。他はアジェンダの通り
１１月例会で再度アナウンスします。

２． 東大 阪部 会

９月 検証活動報告
・改造助成：認定審査 2 件/高齢、完了検 9 件/高齢 8 件・障害 1 件、書類審査 3 件/高齢
・介護住改：事前審査 5 件（内併用 2 件）
・事後審査 12 件（内併用 7 件）
・活動日数：４日（9/3・10・17・24）
・活動担当者：１２人（ﾃﾞｰﾀ―入力含む）


山本
部長／現：山本尚子⇒新：鎌田伊津子、副部長／現：鎌田伊津子⇒新：山本尚子

その他の活動報告
９月３日改造助成事前相談会：相談者 1 件
９月５日部会（大阪市立社会福祉ｾﾝﾀｰ 104 号室）：参加者１０名
９月１７日事例検討会（東大阪庁舎 5 階研修室）：参加者９名

３． こむ ねっ と 事業 部
中北 会員

９月部会の内容報告（９月１９日実施）
・福祉サービス第三者評価事業については、厳しい環境ながら、参加することに意義があるという意見が大勢を占め、
事業採算や活動報酬には拘らずに続けていくこととなった。推進機構事務局もヒューマインドからファイン財団への
引き継ぎが完了し、今年も評価者養成研修が 10/20 から始まる。受講希望者は申し出てください。
・地域の「頼れる拠点」作り３題
① 労住牧野ハイツ集会所・・ふくてっくの木村会員が居住するマンションの集会室の新築に関して、中北会員の
アドバイスにより、住民主体で進めるプロポーザル方式により設計者を選考する方向で進んでいる。
② 青葉園 自立体験＋地域交流ハウス・・・14 年前に造った仮設ハウスを再生して、再び障害者の自立と共生の
シンボルにしようというプロジェクトが進行中。10 月に助成申請をして 21 年度の事業とする。
14 年前同様に、ふくてっくの活動の場としたい。
③ 福島区共生ホーム・・・福島区にある民家（高齢者がお一人で住まわれている）を活用して、地域の高齢者の
交流と支え合いの拠点にしようというプロジェクトが進行中。
（先日公的な補助申請済み、その結果待ち）
・みなくるハウス外壁リフォーム工事にまつわるトラブルの報告。外壁用サイディングの引き取り手を募集します。
・最近、福祉施設設計業務を通じて教えられたこと・・若い事業者の現場感覚に触れ、「なるほど」と思ったこと
①施設玄関に手洗い設備 ②職員下足にブーツへの配慮 ③浴室から汚物処理室へのパスボックス
④中途半端な機械浴に頼らず、マンパワー・マンマインドの入浴環境（滑るスロープの考案）。
・こむねっと部は現在取り組んでいる二事業に拘っているわけではありません、真の目標を目指して、またふくてっく
全体の活性化も視野に入れた部会再編を検討しています。 テーマは、人は如何に生き、如何に死ぬか。
・おまけ・・中北会員のお宅で先月開花した月下美人が１２月宴会用として焼酎に漬けられているそうです。
❤１０月の部会はお休みにします。

４． 福祉 用具 部 会

古場

会員



９月１９日（土曜日）福祉用具部検討会
会 場 大阪市立社会福祉センター
テーマ H２１年福祉用具部活動計画案を検討し、今後の進め方を討論する。



１０月１７日（土曜日）福祉用具部検討会 会 場 大阪市立社会福祉センター １階会議室
午前１０時〜１２時
テーマ 苅田さん開発のキャスターを利用して、段差の克服・制動・低速駆動等の機能をもつ歩行車を開発検討して、
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。

参加者

３人

５． 木工 部会
西川 会員

９月２０日（日）「東淀川まつり」が開催され、木工部がハンギングプランターの部材６０セット支給し、５名の部員
が応援しました。当日は晴れ多くの人が来場順調に展開部材は全て完売しました。

木工部工房近くに作られた地域の“よりあい所”である「あったか基地」についての説明。


今後の木工教室は・・・
◆１０月２４日（土）に太子橋今市商店会の「あったか基地」で子供木工教室を開催予定
◆１１月１８日（水）東加賀谷町の福祉センター「さざなみ」にて老人対象の木工教室を開催予定
◆１１月２３日（月曜祭日）池島まつりで自由木工を題材に例年通り開催予定



１０月の木工部会は、１０月１０日（土）と１０月２４日（土）の２回であったが、１０月２４日は「あったか基地」
での木工教室に変更。
６． 住宅 改修 部 会
磯田 会員

事例報告
住吉区 S 邸
担当 ：磯田会員
８５歳の独居の女性が対象者。要介護３ 障害３級（体幹障害） 築７５年くらいの木造２階建ての借家の屋内に移動の補助
として手すりを４本設置した旨の報告。
❤１０月の部会はお休みします。
＊ぼ とむ あっ ぷ ＊（活動懇談会/検討会議）





小川

会員

ＨＰの構成/管理組織の理解とルール、資料をもとに報告。
会報（新聞）作成についてのアナウンスと会員への協力要請
・Ｈ２１年１２月（７７号）発刊は事務局が中心になって作成します。ご協力をお願いします。
アジェンダ用紙サイズがＡ３サイズ１枚（表/当月ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ・裏/前月例会記録）からＡ４サイズ２枚（当月、前月の内容
をそれぞれ裏表１枚とする）に変更

「 老いと死をみつめて・・・」
＊
学
習 講師 ：瀬川雅和 氏
会
＊
別紙、記録があります。
＊に こに こタ イ ム＊

〜高齢者福祉と介護観〜
特定非営利活動法人

樹（いつき）

蒲生の家今福本店代表

（会員による、なんでも情報交換・交歓・好感・交感コーナー）

・歌手である砂川恵理歌さんのコンサートスケジュールとＣＤの PR。12 月例会に参加される予定。（佐久川会員）
・東大阪まち歩きイベント（建築士会主催）の PR（磯田会員）
・マインドアップ講座のお知らせ。１１月１７日に磯田さんが講師をされる講座が東大阪であります。
・中北会員の同級生氏が書いたドキュメント小説がテレビドラマ化され 10/14 から放送されます。（ギネー産婦人科の女達）
＊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）
大塚祐司さんが入会のご挨拶。
＊次回例会の司会・書記の予定
＊
平成 21 年 11 月 7 日

「・・・と、いうことになってしまいました。よろしくお願いします」
司会は会員の持ち回り
記録作成は理事の 持ち回り
（五十音順）となります

司会：池端

会員

書記：苅田

会員

司会予定者の都合が悪い場合は、次の会員
が担当となります。
(順)池渕会員・和泉会員・磯田（吉）会員

＊次 回以 降の 予 定＊
11 月 7 日（土）

13：30〜17：00 頃

12 月 5 日（土）

13：30〜17：00 頃

場所 大阪市立社会福祉センター 3 階会議室
内容 ■学習会「アートネジの創作」川端 謙二
場所 エフ・エーサロン
内容 ■学習会「すべらんうどんの試食」岡 道信

■活動報告等
■活動報告等

小川理事長よりアナウンス：学習会の企画について、各部に担当を強制的に廻す方向では進めていないですが、逆に各部発信
で「こんなことをしたいです」ということがあれば申し出てください。

