2010／

7 月 3 日の記録

NPO ふくてっく定例会

司会
場所

島村会員

書記

苅田会員

大阪市市立社会福祉センター

＊事 務局 報告 ＊
和泉 会員

運営会議を開催しました。7/3 10：00〜12:00

８月定例会：８/７の開催会場は『大阪市社会福祉研修・情報センタ―５階』 １３：３０〜１７：００
住所：大阪市西成区出城 2-5-20 TEL06-4392-8229
ＨＰに地図を掲載しますので会場の確認をお願いします。

理事会予定
８/７（土）上記同会場 １０：００〜１２：００

７月より H２２年度となり、会員登録も更新の時期となりました。更新の手続きとして会 費 ￥10,000 をお願いします。
今日お支払頂いても結構ですし、お振込される方は下記の「ゆうちょ銀行」か「三菱東京 UFJ 銀行」にお願いします。
「ゆうちょ銀行」 １４０４０‐３３４３１３６１
「三菱東京ＵＦＪ銀行」 支店名：梅田支店
普通
両方共に口座名：特定非営利活動法人 ふくてっく

口座番号：４７８０９２８
電話番号：０６‐６６１４‐６８００

 78 号新聞発行に際し、日頃連携をしている団体等への送付のご希望があれば、事務局までご連絡をお願いします。
 地域福祉推進リーダー養成塾のご案内/大阪市社会福祉研修・情報センター
回覧します。
１． 研修 部会
（代理 小川） 会員


ＰＣ教室第２弾企画中、ご期待ください。

２． 東大 阪部 会




清水

会員

6 月検証活動報告
・改造助成 H22 年度版Ｑ＆Ａ集、改造助成Ｈ22 年度しおり、東大阪市に納品
・改造助成：認定審査/高齢 5 件・障害 2 件、 完了検査/高齢１件・障害 1 件、ＯＴ現地調査 3 件
・介護住改：事前審査 14 件（内併用 6 件）、事後審査 10 件（内併用 3 件）
・活動日数：５日（6/2・3・10・17・24）
その他の活動報告
６月３日・１０日・１７日 改造助成事前相談会：相談者３組（１件は現地事前相談実施）
６月１９日 定例部会/１０４号室 １０名参加

３． こむ ねっ と 部会
中北 会員

６月例会以降の活動経緯
６月５日 押売新聞号外にて部会展望アンケート集計の発表
第三者評価・建物定期検査を活動課題から外したことにより、部会は事実上テーマフリー状態となっている。
野田の家
6/11 大阪市介護保険課の検査終了 6/14 消防検査終了
名称を「ななとこ庵」とし、地蔵を一体安置することが決まる。開所式は 8/4 の予定
テーブル改造の変更 H600 ぐらいで制作の案
第三者評価 お試し評価は、自己評価結果がまだ届かず停滞中
茨木市の第三者評価受審勧奨はどうやら不発
専門部会（評価基準および評価者研修）委員に就任 7/9 に第１回委員会
某特養から第三者評価受審の相談受けるが・・・

７月部会予定
7/17 の部会は中止
４． 福祉 用具 部 会
古場 会員

６月１４日（月曜日） 会 場 ATC ITM 棟１１F ふくてっく事務局内
参加者 ３人
テーマ『車いすの研究』１、歩行補助器の実機を見ながら、図面を作成する CAD ソフト操作方法を学習する。２、車椅
子で通行できるバリアフリーマップをつくっているグループと交流して、車椅子の構造等を検討する。３、車椅子のリ
サイクルを検討する。

７月１２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『車いすの研究』１、歩行補助器の実機を見ながら、図面を作成する CAD ソフト操作方法を学習する。
2．車いすのデータの整理
５． 木工 部会
西川 会員
６月の活動
①６月１０日「いきいきサマー元気フェスタ」（城東区）用の木工作品を区役所に持ち込み説明しました。結果持ち込み５作
品それぞれ優劣つけがたく５作品全て決定され５点 ４０個＝計２００個が決まりました。（おにぁんこファミリー、竹の
お猿鉄棒人形、カリンバ、犬のメモホルダー、ペンダントなど３点セット）
②６月２４日「天王寺子供木工教室」用の木工作品を区民センターに持ち込み説明しました。内容として「杉カワを使い三角
屋根の貯金箱」３０個が決定しました。
③「いきいきサマー元気フェスタ」「天王寺子供木工教室」共に７月３１日（土）開催され２班に分けて応援をしてまいりま
すと共に２３０個の作品つくりをすすめてまいります。応援の要請を打診し数名の参加を確認する。
・いきいきサマー元気フェスタ・・・１０：００〜１５：００
城東区役所別館
・天王寺子ども木工教室・・１３：３０〜１５：３０
天王寺区民センター
④木工部会では木工作品も増えてきており、図面集を製作いたしました。
但し、無断での外部持ち出しは「禁止」として作品の製作効率アップをしてまいりたいと考えております。
６． 住宅 改修 部 会

畑

会員
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６月１９日の住宅改修部会で下記のことが決定しました。
・ 「住宅改修部会」という名称を継続か？←6:4 で改名の賛成の割合が多かったので改名する。
名称は今後、検討、応募。
・ 今後、活動範囲を拡大する←老老介護の問題、独居老人の増加、超高齢化問題、特養施設問題それらの解決の模索
・ 部内部の班構成は当分、保留
・ 部長を重任する。
・ 部員は今のまま継続。ただし、各自の確認をとる
・ 新規入部希望者の部会承認は不要
＊ぼ とむ あっ ぷ ＊（活動懇談会/検討会議）






＊
学
習
会
＊

西川

会員

ふくてっく新聞７８号が全員のご協力により大変素晴らしいかたちとなって出来上がりました。
次号に向けての各位のさらなる取組みをお願いします。←本日ふくてっく新聞 120 部を、1 階の市社協（各区社協への配
布用）に届けてきました。
ホームページも動いてきているのではないでしょうか？学習会もどなたかのご尽力により潤滑なスケジュール展開がな
されております。 更に「欲」を出して皆さんにはどんなご意見があるでしょうか？
ふくてっく８月定例会（８月７日）の開催は初めてとなります、さて真夏の定例会の御感想はいかがですか！ところで、
来年１月（１月８日）の定例会のスタイルや内容は？方向づけへの皆さんのご意見を「お聞かせください！」
←（1 月例会とまったく無いですが ）年一回のふくてっくイベントの開催の提案。
H２１年度スタート時に立てた中期計画の基本方針『各部の新規活動取組みの推進と戦力の充実に重点を置く・・・・
これまで以上の積極的な広報活動、新規取組みを行なう事での新たな出会い、交流を深める。
』
この１年間の取組はいかがだったでしょうか？
「がん、ビフォー・アフター」

講師：

武内

務

氏

ＮＰＯ法人

キャンサーネットジャパン

職員・建築士

６年前、がんを告知され、自ら納得できる治療法を求め、回復に至る。
その闘病記とその後の人生について語っていただきます。
走ることが趣味。最近、最高２５０ｋｍを走る。がんは死亡率のトップを占める。
ランス・アームストロングの言葉に「私はがんと言うテロの防止について語りたい」があり、賛同しました。
がん細胞は毎日 4,000~5,000 個出来る。永遠に増え続ける。
現在、前立線がんが急増中です。早期発見がかぎになります。検査、特に血液検査̶psa 検査で解る。
前立線がん体験
2004 年に PSA 検査でがんが見つかる。兆候として、体調不良（動悸、下腹部痛）排尿の痛み
初期は冷静だったか、
「転移するかも」の言葉にショックを受けた。動揺の日々が過ぎ、生検、転移検査をする。
検査の結果、転移はなしと解る。ホルモン療法のすすめを受ける。
セカンド・オピニオンにて「5 年生存率 2 割」といわれ、がっくりとする。
治療情報を求めインターネットで探し、ある病院を見つける。放射線治療により「恨治率 50 パーセント」といわれる。
2005 年、ホルモン治療 5 ヶ月、放射線療法(IＭＲＴ)8 週間.副作用が数ヶ月出る。2005 年から現在まで再発はない。
退院後のいくつかのストレスに苦しむが、今は普通に生活をしています。
現在の活動情報
前立線がんのホームページを立ち上げる。
キャンサーネットジャパン、DIPEx-Jaoan(患者の語り)に参加する。
もしも、がんだと言われたら
１． 慌てなくても大丈夫

２．患者は医師の専門分野に影響されやすい

３．セカンド・オピニオンは当たり前

４． 知る努力＋決める勇気

＊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）
会員山本さん講演の「間違いだらけのバリアフリー」の学習会の検討：畑 会員
＊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）

＊次回例会の司会・書記の予定
＊
平成 22 年 8 月 7 日

司会：

立溝

会員

書記：

古場

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/津田会員・長岩会員・中北会員

＊次 回以 降の 予 定＊
8 月 7 日（土）13:30〜17:00 頃
会場：大阪市社会福祉研修・情報センター5 階
内容 ■学習会「ＡＥＤの知識と使用方法」 浪速消防署職員
■活動報告・懇談会等
9 月 4 日（土）13:30〜17:00 頃
内容 ■総会

会場：大阪市立社会福祉センター（予定）
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