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司会	 	 畑	 会員	 	 書記	 清水会員	 2010／	 

10 月 2 日記録ﾞ	 場所	 ATC・ITM 棟 11 階ｴｲｼｼﾞﾚｽｾﾝﾀｰ	 

＊事務局報告＊（17 名参加）	 	 和泉	 会員	 

Ø ﾘｰﾌﾚｯﾄ	 ｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ案について、岡会員より説明。午前中ﾘｰﾌﾚｯﾄﾁｰﾑ（和泉・池端・古場・岡）で会合。	 
応募のあったｺﾋﾟｰ案を 30 題に絞り込んだ。ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟで 30 題より 1 人 3 題選び採決する。	 

Ø 回覧しました。	 
「講座・研修のご案内」（社）大阪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会、「ﾊｰﾄ通信」NPO 自立生活ｾﾝﾀｰﾊｰﾄいしかわ	 	 

「さつきつつじ会だより」さつきつつじ会	 

１．研修部会	 	 	 鎌田	 会員	 

Ø ﾊﾟｿｺﾝ教室を今日 ATC 事務局で 10：00～12：00 に実施しました。参加者 5名	 	 

主にｷｰﾎﾞｰﾄﾞの扱い方（文字打ち）	 ﾜｰﾄﾞとｴｸｾﾙ、ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰの使い方等	 

Ø 次回、11 月 6 日（土）10:00～12：00	 大阪市立社会福祉ｾﾝﾀｰ 104 号室予定	 

参加希望者は鎌田会員までﾒｰﾙで連絡してください。原則ＰＣ持参（なくてもＯＫです）	 	 	 

２．東大阪部会	 	 	 	 清水	 会員	 

Ø 9 月検証活動報告	 
・改造助成：認定審査/高 3 件・障害 2件、	 完了検査/高齢 7 件・障害 1件。	 

・介護住改：事前審査 15 件（内併用 9件）、事後審査 16 件（内併用 6件）	 

・活動日数：5日（9/2・9・16・22・30）	 

Ø その他の活動報告	 
・9月 2 日・16 日	 改造助成事前相談会：相談者４組	 

・9月 18 日	 10:00～13:00	 定例部会/104 号室	 10 名参加	 

Ø 大阪府下高齢者・重度身体障がい者住宅改造費助成事業実態調査	 実施中	 19 自治体調査済み	 
他の自治体職員に接する事で、東大阪市職員の努力を顧みることができた。	 

３．こむねっと部会	 	 	 	 中北	 会員	 

Ø 第三者評価	 

・あいあい福祉会お試し評価は、停滞中	 

・9／24 第 3 回専門部会	 前回協議の居宅ｻｰﾋﾞｽの評価項目の確認	 

・利用者調査項目の精査および評価者継続研修の吟味	 

・評価機関同様、評価調査者の資格にも登録期限の設定と継続研修受講の義務化	 

Ø ななとこ庵（主な報告）	 

・祠デザインについて。10/1 運営会議の結果報告：E案に決定	 10/19 制作会議（地元支援者と木工部会とｺﾗﾎﾞ）	 

・おひろめ会 11/23→11/28 に変更	 木工教室の制作物として、「鶯（うそ）守り」亀戸天神社が候補に挙がる。	 

亀戸天神社の「うそ替神事」http://www.kameidotenjin.or.jp/events/monthly01.html#0103	 

	 	 ・9月の「老いの仕度講座」28 名参加、好評につき来年 3月区民ﾎｰﾙにて開催予定	 

・10 月 30 日「ｵｶﾘﾅ・大正琴を聴く」	 	 

Ø 青葉園：正式には未決定。仮設に助成金を付けるに難色。助成金額が下がって実施される見込み。	 

Ø 福祉関連の用語	 

「ﾊﾟｰｿﾝ･ｾﾝﾀｰﾄﾞ･ｹｱ」業務中心のｹｱに対して、人中心のｹｱ。一人の“人”として尊重し、その人の視点や立場に立って理

解し、ケアを行おうとする考え方です。	 

Ø その他：福祉関連施設申請において、自治体の職員によって取り組姿勢が異なる。福島区にｲﾍﾞﾝﾄについて	 

４．福祉用具部会	 	 	 	 古場	 会員	 

Ø 9 月 13 日（月曜日）	 	 	 福祉用具部研究会	 	 	 	 参加者	 3 人	 	 	 	 	 

会	 場…ATC	 ITM 棟 11F	 ふくてっく事務局内	 	 ﾃｰﾏ…	 CAD ｿﾌﾄ操作法の学習	 	 

Ø 10 月 4 日（月曜日）	 	 産技研福祉懇談会	 講演会を福祉用具部研究会とします。	 

	 	 会	 場…ﾎﾃﾙｱｳｨｰﾅｰ大阪	 3 階葛城	 午後 1時～6 時	 	 参加は無料	 申込無しで当日参加 OK	 	 

テーマ…１、ｽｳｪｰﾃﾞﾝに学ぶ車いすｼｰﾃｨﾝｸﾞｾﾐﾅｰ：ETAC 社（車椅子ﾒｰｶｰ）教育担当者ﾏﾘｱ・ｱﾑﾈｯﾄ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ２、ｱｼｽﾃｨﾌﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰの研究開発について。	 

５．木工部会	 	 	 西川	 会員	 

Ø 10 月度の木工部会活動日は下記の通りです。	 

	 	 10 月 9 日（土）と 23 日（土）の 2日間です、場所：ふくてっく工房	 時間：10：00～	 15：00	 

Ø 10 月、11 月にかけては住之江区の社会福祉ｾﾝﾀｰ「さざなみ」さんへの材料準備をしてしてまいります。	 

さらに自由時間として木工品による「ろくろ（長岩氏持参）」を経験し新しい商品の展開を検討します。	 

Ø 10 月度の対外活動は入っておりません。 
６．住環境研究部会（旧住宅改修部

会）	 	 
	 	 畑	 会員	 

Ø 畑会員自身の体験談（母親の介護・身体状況の移り変わり等々）をまとめた小冊子を発表。	 

Ø 高齢者住宅の小冊子、発表予定	 

Ø 部会開催は、未定	 

NPO ふくてっく定例会	 
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＊ぼとむあっぷ＊（	 活動懇談会/検討会議	 ）	 	 	 西川	 会員	 

Ø ふくてっく広報誌 79 号について大塚会員より原稿依頼・各担当者に協力のお願い。	 

9/18 会誌チームで会合し今後の予定を決定。10 月末原稿締切、11 月中に校正、12 月 4 日発刊予定。	 

Ø ふくてっくﾘｰﾌﾚｯﾄについて岡会員より、人気のあるｷｬｯﾁｺﾋﾟｰ案 8～10 題からﾘｰﾌﾚｯﾄﾁｰﾑで検討する旨発表があり。30 題

にﾉﾐﾈｰﾄされない会員より不満の声も上がったが理解を得て、参加者で採決を取る。	 

【4名】（3）助け合う心は一つ、ふくてっく・(30)たすけ合い心をつなぐ｢ふくてっく｣	 【3名】(9)共に考えよう、福

祉と住環境・（22）やさしい貴方をささえる｢ふくてっく｣・(23)｢NPO ふくてっく｣は、これからの「くらしと住まいのあ

り方」を提案します	 【2名】(5)今日より明日が少し幸せに・(6)楽しくやろう！市民福祉・(15)趣味は、しあわせづく

り。特技は、笑顔づくり。・(17)ふくてっくで元気をつかもう！・(27)｢ふくてっく｣はあなたの暮らしのｻﾎﾟｰﾀｰ・(29)

これからの暮らしかた、相談しよう「ふくてっく」に	 	 ・・・・・以上	 11 題に決定。	 

Ø 2011 年 1 月ふくてっく定例会について岡会員より提案。飲食有の定例会を企画。食は「煮平」等から調達。飲み物は現

地調達。（ごみ処理については検討）会費徴収。１２月定例会にて参加者を確認する。	 

Ø ホームページの記事情報について皆さんのご協力をお願いします。ＨＰは更新が必要。 
Ø 小川会員より、ＨＰを見てふくてっくに興味を持った人から連絡がある旨報告。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報ｾﾝﾀｰからの紹介者の中には

修繕ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱと勘違いせれている内容も有、情報ｾﾝﾀｰのｽﾀｯﾌも新しく本会の活動内容を説明する必要がある。                               
	 	 古い町並みの歴史と映像・・・・私のﾗｲﾌﾜｰｸ	 

	 	 	 	 	 講師：稲住	 泰広	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 写真家	 
＊
学
習
会
＊	 

ﾗｲﾌﾜｰｸにしている古い町並みの写真を残す（木造建築の寿命は、手入れが滞ると人間の寿命より短くなります）と云

う事を通じて理解した、地方の歴史とそこで住まわれている方々の努力（金銭、環境整備等）を、写真を通じてお伝え

できれば幸です。1年に１～２回仕事の合間に出向きますが、天候によっては撮影できない時もありました。	 

【吹屋/岡山県高梁市成羽町吹屋】橋本龍太郎の出身地・ﾍﾞﾝｶﾞﾗ格子と映画八ツ墓村のロケ地として有名です。	 

標高 500M の吉備高原に位置し、その町並みは、ﾍﾞﾝｶﾞﾗを塗った格子や煉り込んだ赤壁、鈍い赤色の石州瓦で、嘗ての

繁栄を容易に連想出せてくれる家屋群で、背景の山並みとの綺麗なｺﾝﾄﾗｽﾄを描いています。ﾍﾞﾝｶﾞﾗの他には切妻造り、

入母屋造り、中ニ階、妻入り（梁側）または、平入り(桁側)、白壁、なまこ壁等が特徴です。ﾍﾞﾝｶﾞﾗは絵具、染色、

陶磁器、漆器、防腐剤等に利用された顔料で、江戸時代中期、銅山の捨石である磁硫鉄鉱から偶然発見された酸化第

二鉄から製造されます。昭和になって化学顔料が主流となるまで、ﾍﾞﾝｶﾞﾗ長者と呼ばれる 5大豪商が現れ繁栄をつづ

けました。	 

【美山/京都府南丹市美山町】美山杉に囲まれた、農村集落約 50 戸の家屋の内、約 6割が茅葺民家です。	 

	 滋賀県・福井県の県境に位置して由良川とその支流沿いに集落が散在し、北山型の入母屋造り茅葺民家が多く残って

おり、美山杉に囲まれた見事な風景は、安らぎを覚えさせてくれます。家々は、山の斜面と山裾、街道沿いに配置さ

れ、空間を大事にした屋敷割で、家屋間は塀や生け垣で囲わない開放性が大きな特徴です。この地の住民は、村並を

こわさないよう、保存と再生に努め「売らない・壊さない」を協定して、田・畑・山を大事にして次の世代に受け継

ぐ努力をしています。	 

【脇町/徳島県美馬市脇町】藍染め栄、卯建（うだつ）で有名な町です。	 

吉野川の中流左岸に位置し、江戸時代船運を利用した藍の集散地として栄え、藍で全国的に知られるようになり、阿

波藍も隆盛を際めた。脇町は藍商人を中心とした商人の町となり、江戸後期には現在の町筋が形成された。藍商家の

特徴は、切妻造り、中ニ階、塗り込め虫籠窓、本瓦葺、隣家との境の 2階壁面に「卯建」（隣家との防火壁）がある事

です。この卯建は「袖卯建」といい、1階の屋根の上に張り出した厚い壁の上に、寄棟造り本瓦葺の屋根をのせ、鬼瓦

を正面に据えたものです。卯建は本来隣家との防火壁ですが、明治以降になると家格を表す装飾的意匠が強調されて、

その為「うだつが上がらない」という言葉は、この防火壁を造るのに相当な建築費を必要としたので、この防火壁を

造れない事を転じて、出世できないこと・甲斐性のない事を表すようになった。	 

「写真家を仕事に選んで良かったですか？」の質問に「良かった。相手負担で日本全国へ行け、土地の人とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを

とることによって、その土地の色々な事を知り、通常では見る事が出来ないような所まで見ることもできる。」とｺﾒﾝﾄ。	 

＊ここでしか見られない・・・おまけもありました。	 

＊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）	 

畑会員より、尊母について記された小冊子の説明があり、最低 20 円以上で購入される事を要望し小冊子と入金 BOX を回覧し

た結果\3,350 が集まる。その中から￥3,150 の寄付がありました。	 

＊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）	 

なし	 

司会：	 中北	 会員	 ＊次回例会の司会・書記の予定

＊	 	 

平成 22 年 11 月 6 日	 
書記：	 西川	 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/・林田会員・春岡会員・樋口会員	 

＊次回以降の予定＊	 

・11 月 6 日（土）13:30～17:00 頃	 	 	 会場：大阪市立社会福祉ｾﾝﾀｰ 3 階	 

	 	 	 	 内容	 ■学習会	 「すべての人が安全かつ快適に移動できるﾊﾞﾘｱﾌﾘｰのまちづくり」	 

大阪市計画調整局開発調整部まちづくり支援（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ施策）担当職員	 	 ■活動報告・懇談会等	 

・12 月 4 日（土）13:30～17:00 頃	 	 	 会場：大阪市立社会福祉ｾﾝﾀｰ（予定）	 

	 	 	 内容	 ■学習会「釜ヶ崎（西成）単身高齢者の生活支援について」さつきつつじ会	 	 	 ■活動報告・懇談会等	 

・1月 8 日(土)	 13:30～17:00 頃	 	 	 会場：ななとこ庵	 

	 	 	 内容	 ■親睦会	 （仮題）「会員みんなで、美味しいものを食し歓談しよう」	 その他企画検討中	 

	 


