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３月３０日（火曜日）
テーマ 車椅子研究
参加者 ３人
会 場 ATC ITM 棟１１F エイジレスセンター
エイジレスセンター内の展示されている福祉用具を見学してそれぞれの機能を検討した。「車椅子」を操作しながら乗り
心地を確かめる。
４月１９日（月曜日）
会 場 ATC ITM 棟１１F ふくてっく事務局内
午前１０時〜１２時
テーマ エイジレスセンター内に展示の「車椅子」の操作上・その他問題点を指摘し、分析・検討する。

５． 木工 部会


古場会員

３月例会以降の活動経緯
１．３月例会終了後に部会開催 こむねっと部会完結までの展望について
２．３月１６日福祉サービス第三者評価 運営委員会
２１年度事業報告・２２年度事業計画を承認。
３．３月２２日中部２５周年イベントに有馬・光川・稲住・松田会員と共に出席
４．３月末 お試し第三者評価エントリー締め切り←高齢部門０件、障害部門２件、保育部門２件
障害の２件を大阪府社協とふくてっく（茨木の知的障害者通所授産施設）が担当。
評価調査員を募集 結果 中北、木村、清水で望みます。
野田の家の進捗状況
３月２日業者決定 １１日に近隣に工事説明して着工 完全竣工は５月末予定
★野田の家付近散策
今後の予定
１．お試し第三者評価の取組 茨木の知的障害者通所授産施設に取り組む予定
（社福）あい・あい福祉会 あい・あい塾 茨木市安威２丁目４‐１
２．のだの家
開設後の活動について検討開始

４． 福祉 用具 部 会


書記

ATC･ITM 棟 11 階ｴｲｼﾞﾚｽｾﾝﾀｰ内

３月検証活動報告
・改造助成：完了審査/高齢７件 障害３件 ・介護住改：事前審査２件、事後審査１２件（内併用６件）
・活動日数：５日（3/4・11・17・18・25） ・延べ１５人（ﾃﾞｰﾀ入力含む）
その他の活動報告
３月６日部会（ＡＴＣ ふくてっく事務局）：参加１２名
３月１１日改造助成講習検討・準備作業 （東大阪市庁舎 5 階研修室）
：参加１３人
３月１８日改造助成講習会（東大阪庁舎１８階大会議室）
：講習会参加者１０５名
東大阪市とのＨ２２年度検証活動委託契約 改造助成：3,339,000 円
介護住改：4,529,700 円
５月９日に東大阪ふれあい祭に参加。花園ラグビー場 Ｂゾーン 10 時〜14 時まで。毎年 40 万人が集まる。雨天決行

３． こむ ねっ と 部会


葛西会員

「パソコン教室」開催のお知らせ←メール送受信、ＨＰの見方、ワード・エクセルの判らない部分を説明。
4 月 17 日（土） 午前 10：00〜12：00 社協 104 号室
講師 苅田氏
参加費 500 円（資料代込み）
超初心者向けコースで参加者募集しています。 現在の参加希望者は杉浦・有馬・西川・古場・大橋・後藤（敬称略）の
６名です。ふくてっく会員の家族や知り合いの方も参加ＯＫです。ノートパソコンを持っている方は持参する。

２． 東大 阪部 会


場所

定例会アジェンダ入手方法について：メールからＨＰへ←これからはＨＰよりダウンロード、出力の上お持ち下さい。
次回 5 月 1 日定例会会場：大阪ＮＰＯプラザ←場所はＨＰに地図をＵＰしています。
ＮＰＯ保険について←今年もＮＰＯ保険に入りました。保険対象範囲について、各部の活動を全て網羅出来る内容にはな
っていないが、今後、全ての活動に対して保険適用出来る保険を調査、検討していく。具体的には、東大阪部とこむねっ
と部の活動については対象外となるので注意して下さい。
各団体からの案内・・・・・住まい情報センタータイアップ事業←22 年度第 2 回目の募集要項

１． 研修 部会


NPO ふくてっく定例会

司会

西川 会員

３月にはいって大阪市ボランティア情報センターより正式注文いただきました「福祉体験用スロープ平台」１台３月
１５日に納品しました。
４月４日（日）ＮＰＯ法人エフエーさん主催の子供木工教室が開催されます、今年は「フクロウのエンピツ立て」を題材
にしてすすめてまいります。
４月２５日（日）は恒例の大阪城広場での「子供カーニバル」が開催されます、題材は例年どおり「自由木工」で展開し
ていく考えです。
４月度の活動日は４月１０日（土）と４月２４日（土）の２日間ですが、５月９日（日）の東大阪まつりに向けて特別活
動日を設定しました。・・３月２８日 ４月１１日
５月９日 東大阪市民ふれあい祭に参加します。
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６． 住宅 改修 部 会

畑 会員

「一街区を一つの特養に（青空特養）
」について
2008 年 8 月に、平松氏、橋爪氏両立候補に対して提案した。これまでは高齢者負担が若者 3 人に 1 人だったのが、



2025 年に若者 1 人に 1 人負担する事になる。
最近は、孤独が原因かと思われる老老介護で、妻を殺したり、疲れて自殺をする等、嫌な事件が増えている。
そこで広さは小学校校区ぐらいを考え、地域の人がバリアフリーの備えた高齢者の家を介護スタッフ事業所を中心に助け
合いながら暮らす、地域で見守る体制が必要と提案。例えば巡回（ヤクルトの配達で安否を確認する）等も有効。
現在は辻本国交省副大臣、山井厚労省政務官に訴えている。
＊ぼ とむ あっ ぷ ＊（活動懇談会/検討会議）

西川

会員

①広報グループの初回の打ち合わせを定例会終了後事務所前打合わせ場所にて開催します。
会誌・パンフレット等へのご意見・要望をお聞かせください。
②学習会についてのご要望。
③ホームページのご意見・ご要望について。
○野田の家 家周辺住民の了解を得て、５月に完成予定だが建設・進行状況を知らせる。
（ミニホームページで発信）
○有ボ連の各団体説明冊子は何部か余って配布できる。エフ・エーさろん、パルコープの団体とが HP とリンクできた。
○大阪ボランティア協会のこむりんく通信メールが小川会員、苅田会員宛てに入ってくる
会員全員が目にする事が出来る様に→HP 会員ページの中にいれる。情報をストックして必要な時に見にいく。
④その他 杉浦会員が社協の講習会に参加した時の住民福祉サービスのマニュアルを紹介された。
１、住民参加型在宅福祉サービス
２、会食サービス
３、移動サービス
４、ふれあいいきいきサロン
生活支援サービスに取組む
＊
学
習
会
＊

NPO の設立と運営

『悪質商法の被害にあわないために』
講師：大阪市消費者センター副所長 大槻氏
一般的な悪質商法を中心にその手口や対処法等をわかりやすく解説。
時代によって変わってきており、どんどん対応するものが難しくなってきている。
被害に合わないよう未然に防止する為、市民に啓発する目的で今回の様な出前講座を行っている。
クーリングオフは店で購入した物は対象ではない。
（インターネットでの購入も対象ではない）
クーリングオフ期間は契約書面を受取った日を含んで 8 日間になる（内職商法を除く（20 日間）
）。
ビデオの上映→「大切なお金を守れ 悪質な販売」
・点検商法 屋根の無料点検から床下の点検と 工事が完了していてもクーリングオフが可能。
・SF 商法 買わないと損をすると思わせる、訪問販売と同じ扱い。
・内職商法 在宅で内職して高額収入を得る。期間は 20 日間で契約書にクーリングオフ記載が無ければ期限無し。
・架空請求・不当請求 インターネットのサイトを開いただけで。利用料が請求される。
クーリングオフ 書面で通知する。コピーを取り、特定郵便で送る。

＊名 札の 回収 タ イム ＊（名札を集めます。返却にご協力ください。）
＊に こに こタ イ ム＊ （会員による、個人の情報発信コーナー）
・知的障害者対称のヘルパー講座を担当して・・・ 中北会員
福祉用具・住宅改修の担当だったが、使用テキストが 4 ページと少なく、自分なりにテキストを作り望む。
知的障害者の生徒がヘルパー講座（30 人体験）で大変熱心に学習、メモを取っていた。
＊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）
4 月例会 会員参加者は 25 名、初参加者は 0 名。
＊次 回例 会の 司 会・ 書記 の予 定＊
司会： 川北
平成 22 年 5 月 1 日
書記： 山本

会員
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。司会予定/後藤会員・阪田会員・島村会員・立溝会員

＊次 回以 降の 予 定＊
5 月 1 日(土) 13:30〜17:00 頃
場所 大阪ＮＰＯプラザ
内容 ■学習会「市民社会組織を学ぶ」
講師：ＮＰＯ大阪ＮＰＯセンター 山田裕子氏
■活動報告・懇談会等
6 月 5 日（土） 13:30〜17:00 頃
場所 大阪市立社会福祉センター
内容 ■学習会「高齢者虐待について」
講師：末原知子
■活動報告・懇談会等
7 月 3 日（土）13:30〜17:00 頃
内容 ■学習会「癌とうつ病」予定
■活動報告・懇談会等
8 月 7 日（土）13:30〜17:00 頃
内容 ■学習会「ＡＥＤの使用方法」予定
■活動報告・懇談会等
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