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6 月 4 日記録
司会 秋岡会員 書記 清水会員

場所 ATC・ITM 棟 11 階ｴｲｼﾞﾚｽｾﾝﾀｰ研修ﾎｰﾙ

＊事務局報告＊[例会参加人数：会員 23 人、初参加者 1人] 和泉 会員

! 後藤会員より、ふくてっく会誌 80 号発刊の報告 まもなくＨＰにＵＰします。

! 和泉会員より、6/30 で H22 年度の会計を締めるので、領収証の提出は遅れないようお願いします。

! 東日本大震災/宮城県へ福祉用具「杖と靴（リハビリシューズ）」を送る活動への協力のお願い。山田会員（OT）からの

依頼にふくてっくとしても協力していく事を賛成同意する。また、ふくてっくにあるﾛﾌｽﾄﾗﾝﾄﾞｸﾗｯﾁ 2 本の提供も同意。

ふくてっくとしてチラシを作成し、関係機関にもお願いをする。

! 回覧します。 ・口と足で描く芸術家協会より作品販売の案内 ・大阪 NPO センター「むすび」他 ・ボラセン「コンボ」

・NPO 日本スローワーク協会「スローワーク」 ・ナルク大阪南「いちょうの会」より会報

・さつきつつじ会より会報 ・有ボ連より会議記録 ・高齢者住宅情報センター「茶屋町通信」（5 部あります） 

外部連携報告    中北 会員 

! 有ボ連 5/18 連絡会 参加８団体  

エフ・エー 南田辺でデイサービス開設予定（地域食堂も） 

9/18 に富山からこの指と～まれの惣万女史を招いてセミナーの計画。ｴﾌ･ｴｰ、こももネット、あべの作業所連絡会、阿倍野の 

福祉環境を考える会による共同企画。 有ボ連としての新年度事業計画について意見交換。結論は先送り。 

「普段のくらしの助け合い」を基本とする個々の問題テーマを取り上げる。 

全国大会の大阪開催も・・・ 6/6 19:00 阿倍野ベルタにて宅老連主催市民学習会「新しい公共」（講師：法橋氏） 

! 福祉サービス第三者評価 

5/25 幹事会 連絡会運用規定（案）の吟味 第三者評価事業促進策の検討 （マトリックス分析による傾向と対策） 

6/15 連絡会開催予定 府は評価者養成研修事業委託を評価機関に呼びかけるも、どの機関も手を挙げず。 

! ななとこ庵の近況 

瀬川氏石巻市渡波町を定点支援するための下見視察（5/10～12）報告は HP に掲載。瀬川氏はややお疲れ。6/2 運営会議 

サロンの活性化が必要、ﾆｭｰｶﾏｰ等対象の「子育てサロン」「子どもの着付け」「防災講座」「みそ作り講座」等企画。 

調理の充実を図るため、台所を拡張する案がある。きびしい予算（55 万円！）が課題、子育て関連の助成誘導も模索する。 

１．研修部会 山本 会員

! パソコン教室 7月 2 日 10:00～ 大阪市立社会福祉センター交流スペース予定 参加費￥500

２．東大阪部会 川北 会員 清水 会員

! 5 月検証活動報告 活動日数：3日 （5/12.19.26）

! その他の活動報告： 5/21 10:00～13:00 部会/303 号室 12 名参加、 5/19 改造助成事前相談会 4件

! 5/26 尼崎市介護保険事業担当課の係長内海氏が東大阪の住宅改修検証事業の視察にみえ、ふくてっくからは川北と清水

が対応。検証活動におけるふくてっくの姿勢や目的、検証の課題等について説明をおこなう。

! ワンポイントアドバイス・・・「福祉用具利用や住環境整備の必要性」川北会員

神戸市立博物館「古代ｷﾞﾘｼｬ展」等の像の中に、杖を持っている像があった。また、ｽﾌｨﾝｸｽの謎解き「生まれた時は 4

本足、その後 2本足、最後に 3本足は何？」など、古くから体をｻﾎﾟｰﾄする福祉用具を使っていたのだと驚いた。検証に

携わり「もっと早く工事をしていたらよかった」等の話を聞くことが多い。自分らしい生活や、自分にとって必要な行

動範囲を広げるためにも、悪くなる前に福祉用具の利用や住宅改修をすることが望ましいと思う。

４・福祉用具部会 古場 会員

５月１４日（土曜日）  参加者 ３人  会 場…大阪市立社会福祉センター 

! １、総合福祉展（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 2011）展示の車いすの中で興味を引いた「ホィールチェアビークル」。ふくてっくＨＰに掲載する予定。 

２、「ＷｈｅｅｌＭａｐ」について情報交換をした。 ３、車いす使用できる「車いす適合マーク」を貼っている建物が少なく車イス用ﾄｲﾚ

ｽﾃｯｶｰ･ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰのマップ等を調べる。  

「ＷｈｅｅｌＭａｐ」とは、ドイツのＮＰＯ「ゾチアルヘルデン」が取り組んでいる「車いすマップ」プロジェクト。車いすで出歩く人のため

に、町中の段差やエレベーターの有無、横断歩道の渡りやすさなど既存のインターネットの地図サイトを利用して、誰でも書き込

み・閲覧できる仕組み。 

! ６月部会は苅田会員が不在なので相談ができていない。開催日は後日連絡する。（苅田会員に連絡し 20 日（月））  

４．木工部会 西川 会員

! 木工部会の倉庫移転について多くの皆さん方にご尽力をいただき大変ありがとうございました。 

結果理事会の承認を得て 5/29 に新しいコンテナ倉庫（東成区大今里）に移転を完了しました。トランクルーム 1.58 坪、ＥＶがあ

るので高齢の部員には助かります。引越しにご協力をいただきましたふくてっくのﾒﾝﾊﾞｰの方々にも厚く御礼申し上げます。 

! 木工部会の今後の動きはこれからﾒﾝﾊﾞｰと相談しますが、東日本大震災の影響が最後の決め手となり「有償行事」はほとんどな

くなった。よって当面は工房がなくなり試作品製作や検討会など定期的な実施ができる状況ではなくなってしまいました。 

! 皆さんとよく相談し展開方法を探しますが、各木工部員がそれぞれの地域に入り込み木工に対する知識、技能、作業に努力す

るようにしていきたいと考えています。もちろん、「さざなみ」さんからの要請（9 月「さざなみ」で 1～2 回実施予定）、池島祭りへの

展開、大阪市こどもｶｰﾆﾊﾞﾙへの対応など発生都度西川会員から、ﾒﾝﾊﾞｰに声をかけ集合し「可否」を検討してまいります。

NPOふくてっく定例会 
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５．住環境研究部会 畑 会員

!  前回例会アンケート結果報告：ｱﾝｹｰﾄ回答/24名、平均年齢/男性 61.4歳 女性 54歳 住まいは持家で 4LDK以上が多く豊か

な暮らしをしている。介護が必要になれば在宅を希望する者が多い。等の発表があった。 

! ５月 21 日大阪市立社会福祉ｾﾝﾀｰ 303 号室 13:30～16:30 部会 立見なつき会員による「パリ体験記」の報告  

! ６月部会 ６月１８日 1:00～、303 号室  テーマ 「認知症を考える」予定 

＊ぼとむあっぷ＊（ 活動懇談会/検討会議 ） 小川 会員

! 木工部の移転先について、事後になりましたが吉本会員にも報告しました。

! ふくてっくの今後について

6 月理事及び各部ﾘｰﾀﾞｰが集まってミーティングをする予定です。中北会員よりふくてっくの構成・展望・の私案がだされ、その後

PDCA チェックリストもﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄで送られています。内容は難しい所もあるかと思いますが、出席者は読んでおいて、意見を纏

めておいてください。予定では 6/11（土）13:00～ と 6/25（土）13:00～ 場所は大阪市立社会福祉ｾﾝﾀｰが借りれないので、ATC

で行います（6/6 場所変更の連絡があり）。6/11 は組織（傾向と対策）について話を進める予定です。部会の見直しや活動の

PDCA をテーマにしたいと考えています。6/25 は 6/11 の話を基に執行部体制を決めたいと考えます。 

7 月の早い時期に理事会を開催し、8 月の総会に臨みたいと思います。 

前回2月の理事会の継続議案については7月の理事会で検討をおこなう。その為にも6月のﾐｰﾃｨﾝｸﾞは有意義なものにしたい。 

＊
学
習
会
＊

実はふくてっくは人生リハビリの最高の場！？

「50～60 代にこれから生きる「い」「ろ」「は」～

講師：御宮知 常喜 （医）郁慈会 服部記念病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科主任

昨今、日本は少子高齢化社会と言われる中、平均年齢は上昇し続け、「人生 50 年」と言われていた時代は今や「人生 1

世紀」の時代へと変化してきました。支える人も高齢となってきた時代、今まさに日本は 50 代～60 代の力を必要として

います。そこで、理学療法士として自分が担当した患者さんの事例を用いて、今から出来る 50 代からの生き方リハビリ

の「い」「ろ」「は」をお伝えしながら談笑をしていきたいと思います。

杉浦氏からの紹介、昨年服部病院に入院して 1週間位経った頃、御宮知が病室のベッドサイドにこられ「リハビリし

ませんか」との声かけが最初の出会いだった。

『ポライトネス・ストラテジー』調和のとれた人間関係を築き維持するために、相手に配慮した行動として『うなずき』

があります。無言のうなずき（ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙ）、声をだすうなずき（協和）ぜひそのしぐさをして協力してください。

元気な患者さんたちのキーワード①責任 ②管理 ③趣味④楽しみ 多くは「人」が関与しています。ふくてっくの恩

恵として、ふくてっくには、生き方「い」「ろ」「は」の「い」が含まれています。

まず第 1 の「い」＝ふくてっくには意義ある日常がある。意義あるふくてっくとは・・・役目がある活動 ①人と関

わりがある。②責任がある。③楽しみがある。④人のためになる役割がある。⑤達成感がある。

第 2の｛ろ｝＝ロイヤリティー（恩恵） ロイヤリティーは双方向性 Ｔａｋｅ（＆ Ｇｉｖｅ）が理想 まずは「は

いどうぞ！」そして、（くれるの！？ ありがとう！！）

第 3 の「は」＝始めること 大前提をひとつ この世の中に ひとつだけ変えることのできないものがある それは

『他人』だ この世の中に ひとつだけ変えることのできるものがある。それは『これからの自分』だ。変えていける

ものから始める！ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝとは習慣を見直す事。決して他人が自分を良い道に導いてくれるものではない。理学療法

士は道先案内人ではなく伴走人である・・・。自己紹介映像も作成されていて、楽しく賑やかに会は進行しました。

＊名札の回収タイム＊今回は名札なしでした。

＊にこにこタイム＊ （会員による、個人の情報発信コーナー）

" 佐久川会員より、砂川恵理歌さんのｺﾝｻｰﾄの予定について報告「青葉園」では青葉こもれびﾎｰﾙで予定していたが 70～80

名の参加者希望があり部屋に収まらなくなったので、外部かﾎｰﾙで実施する予定。「西区堀江小学校」では、全校生徒

700 名と最後に合唱する事になっている。「中部解放ｾﾝﾀｰ・赤おに」の夏祭り、昨年と同じように夜のｺﾝｻｰﾄを実施。

" すべらんうどんの「合格の歌」を作っています。作詞/岡 作曲/畑 ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞできればご紹介します。

" 稲住会員より、すべらんうどん イオン関連で 9月より「ｶﾚｰうどん」￥98 で販売予定。どんべいより旨い。

" 杉浦会員より、岡さんよりすべらんうどんのｷｰﾎﾙﾀﾞｰ作成の依頼を受けた。

" 樋口会員より、「クモ」「トンボ」をＨＰにＵＰしているが反応が少ない事が寂しい。「さいころ算数」を保育園で 1

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10 名を 2Ｇで実施した。福島県教育委員会に 5 ｾｯﾄ寄贈したが反応がない。教育関係者で知り合いがいれば声を

かけてください。8/21 に吹田市民会館で講習会をします等の活動予定や報告がありました。

＊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）

中村氏：住吉区在住で、2年前大阪市こどもｶｰﾆﾊﾞﾙにお孫さんと参加、木工部に参加したいと希望の方でしたが、活動の場が

少なくなっているとの話を聞き少し残念がっていましたが、早速、興味ある「労住まきのハイツ（枚方市）での臨時勉強会」

に参加の意思を山本会員に表明する。

＊次回例会の司会・書記の予定

＊

平成 23 年 7 月 2 日

司会： 有馬 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・池端会員・池渕会員・磯田会員・稲住会員書記： 西川 会員

＊次回以降の予定＊

・7月 2 日（土）13:30～17:00 頃 会場：大阪市立社会福祉センター

内容 ■学習会 (仮)「ふくてっくロジックモデルを創ろう」NPO ｴﾌ・ｴｰ 木村 ■活動報告・懇談会

・8月 6 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 ■総会 ■活動報告・懇談会等


