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2017/2017/2017/2017/    
10101010 月月月月 7777 日ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ日ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ日ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ日ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ NPONPONPONPO ふくてっく定例会ふくてっく定例会ふくてっく定例会ふくてっく定例会    

司会 苅田 会員 

場所 大阪市立社会福祉センター 

＊事務局報告＊＊事務局報告＊＊事務局報告＊＊事務局報告＊                                           中北 会員 

・NPO 認証 15 周年記念シンポジウムは大成功のうちに終了しました。皆さん、協力ご苦労さまでした。翌日はぱあとなぁ･パ

ンジーⅡを案内、東大阪市トップラウンジで食事。報告書作成しますが、会員のひとこと大募集！ 

・ふくてっく会報「93 号」（12 月発刊）寄稿、ご協力をお願いします（清水）。こちらも NPO15 周年のコメントを会員にお

願いします。参加、不参加に関わらずワンコメント（50 字以内）お願いします。 

＊閲覧資料および書籍の紹介＊＊閲覧資料および書籍の紹介＊＊閲覧資料および書籍の紹介＊＊閲覧資料および書籍の紹介＊    

ＡＡＡＡ催し・事業企画の案内 

Ａ-1 10/22 36th つながりまつり（ぽぽんがぽん主催）～障がい者が当たり前に生きていける社会をめざして～ 

Ａ-2 支え合いを広げる住民主体の生活支援フォーラム他案内 住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会（大阪では有ボ

連のこと） 住民主体の地域支援事業（10/19）灘尾ホール（東京） Ａ-3 CSO フォーラムおおさか 2017 大阪 NPO センタ

ー 10/28 10:00～17:00 関西大学梅田キャンパス 予告：11/17 第 4 回北浜サロン（テーマ等未定） Ａ-4 住まい情報セン

ター タイアップ事業案内＆イベントレポート Ａ-5 第 8 回ポジティブ生活文化交流会（11/23） 

ＢＢＢＢ他団体の機関紙等 

Ｂ-1 ぽぽんがぽん News №272 Ｂ-2 まねき猫通信 182 ひきめ  Ｂ-3 サロンあべの vol.375 ハルカスにユニバーサル

フィッティングルーム Ｂ-4 ゆめごよみ風だより No.80 Ｂ-5 さつきつつじ会だより No.173 Ｂ-6 パンジーだより 

第 307 号 大阪交通災害遺族会 Ｂ-7 CANVAS NEWS VOL.26(2017 8･9 月号) ボラ協ニュース Ｂ-8 サポネ通信 No.80 Ｂ-9 

NPO ちゅうぶ通信 2017 9 月号 

ＣＣＣＣ情報誌 Ｃ-1 茶屋町通信 vol.89 Ｃ-2 ウォロ No.514（2017 8･9 月号） 特集：民生委員の持続可能性 

ＤＤＤＤその他 Ｄ-1 ボラ協 CANVAS よるがく 資料「介護保険の謎」変わる介護保険～地域包括ケアシステムの背景～Ｄ-2 災害時

のスペシャルニーズ支援事業 ボラ協 2016 年度報告書 Ｄ-3 その他 ボラ協関係情報資料 CANVAS よるがくカフェ（毎週金

曜日） 11/17 堺で支える障害者の就労 Ｄ-4 「口と足で描いた絵」グッズの紹介 Ｄ-5 錦が丘の歴史と緑のまちづくり Ｄ 

-6 おてらおやつクラブ 活動レポート 子供食堂 

＊学習会＊＊学習会＊＊学習会＊＊学習会＊    13：40～15：10 

就労移行支援の現状  新田浩史氏 NPO 法人ハニー・ビー 就労移行支援・就労継続支援 B型 サービス管理責任者 

趣味：裏千家茶道 

◎障がいの理解と豊中市の推移 

・豊中市の総人口は平成 26 年まで毎年人口増加していたが 27 年度は減少した。高齢化が進み 25％を超え、障がいのある人

（手帳所持）も 5％を超え上昇傾向にある。※手帳の申請をしていない人もいるのでもう少し多いと思うが、数年前に比べる

と精神障がい者の割合が増えている事が顕著です。 

・知的障がいのある人たちを理解する上で良く言われている傾向（特徴）として、乳幼児期は発達が遅く、学齢期ではこだわ

りが強く、青年、成人期は危機管理が弱いなどが目立ち、その他いろいろな特性があります。また知的障がいのボーダーとし

て文献では概ねＩＱが 71 以上としています。 

◎ハニー・ビージョブ支援の取組（2015 年 11 月設立で実績としては浅い） 

ハニービーでは児童期は放課後デイ、相談支援、生活支援を行い成人期（18 歳以上）では「就労移行支援」「就労継続支援Ｂ

型」を事業として行っている。利用者はまだ少なくサービス利用 8名に対して支援者 7名という体制になっている。 

・就労移行支援では 2年間プログラムに取り組んでもらい就労がかなわない時は 1年延長と継続支援Ｂ型での充電期間を設け

る等の選択肢がある。就労移行支援ではプログラム内容を復習、何度も体験することで身体に馴染ませる、身につけるという

方法をとっている。その他、余暇支援が必要で自宅と事務所との行き来のみ、コミュニケーション能力を構築する事が大切だ

が難しくなっている。給料（工賃）については、仕事を見つける、就労するための訓練なので出ない。 

・継続支援Ｂ型は H29 年 2 月サービス開始ということで、その時点で既に金路が決まっており現在利用者は少ない。こちらは

対価（工賃）を支払っている（3,000～9,000/月）。 

◎演習：作業工程分析：支援の組立て方法 

例として駅舎での作業（行動）を演習するが、わかりやすいのがカップヌードルを使って実際の工程をし、それを書いたもの

で対象者（メンバー）ができるか、細かく何が足りないのか見つけて支援の方法を考えていく。メンバーには吹くの脱着の順

番がわからない、下着と上着、前後がわからない人もいる。 

継続支援Ｂ型では作業実習やイベント発表などを行っている。昔ならお情けで買ってくれることが多かったが、最近は高品質

で誰が作ったかは関係なくクオリティが求められる様になった。 

終わりに対象者を一概に一括りに特性をまとめることはできない。対象者と同じ目線で関わってこそ個人の特性が観えてく

る。その特性を正しく理解することでその人に合った職場や職種を探すことができる。 
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１１１１．．．．ふくてっくのつどいふくてっくのつどいふくてっくのつどいふくてっくのつどい                                小川 会員 

・10 月 8 日（日）  生駒いいもり里山へ、11 月の幼稚園木工活動用の材料調達に行きます。 

・10 月 15 日（日） 有馬工房にて、材料加工作業＆サンプル作成をします。 

・11 月 1 日（水） 羽曳野市立古市南幼稚園でものづくり親子体験木工教室を行います。 

・11 月 17 日（金） 羽曳野市立古市南幼稚園秋の遠足で生駒いいもり里山に自然体験に来ます。ふくてっくの有志会員でお

手伝いをしたいと思っています。 

・11 月 23 日（祝） 「池島ふれあいまつり」に自由木工参加予定（まだ依頼はなし） 

２２２２．．．．東大阪部会東大阪部会東大阪部会東大阪部会        清水 会員 

①9 月の東大阪における改造助成・介護住改の検証活動は 4 日間（9/7.14.21.28）延べ 9 名が活動しました。・東大阪市事前

相談会 担当：9/14 曽我部  

②9 月 16 日事例検討会（10:00～12:00）参加者 6名。「事例検討、判断基準の確認等」  

③東大阪あれこれ 「健脳エクササイズ」（東大阪市健康増進計画）」小川←高齢になるとデュアルタスク（二重課題）が難し

くなってくる。２つの事を同時に行うことで脳の血流量をあげる事が出来る。 

３．こむねっと部会３．こむねっと部会３．こむねっと部会３．こむねっと部会 中北 会員 

9/ 6 ㈱ぐりーん第三者評価受審相談  

9/16 こむねっと部会 10：00～12：00 8 名参加 天王谷学園 自己評価結果の吟味 その他  

9/22 ボラ協 CANVAS よるがく 牧里毎治 介護保険の謎→資料 D-1  

9/30 大阪精神医療人権センター 個別相談 V講座 エル大阪 10：30～16：30（30 人）次回は 2/14（事例検討会 0） 

10/4 たかとり部門長会議 次回の第三者評価について協議  

10/10 大阪 NPO センター 10 月分科会の事前打ち合わせ  

10/13 美原の郷 訪問 第三者評価の説明  

10/18 評価機関連絡会（H29 年度第２回）  

10/20 大阪 NPO センター分科会 ゲストスピーカー：和泉直貴（草の根共生会）  

10/21 こむねっと部会 10/29 CSO フォーラム 

＊ひとことタイム＊＊ひとことタイム＊＊ひとことタイム＊＊ひとことタイム＊（会員による個人の情報発信コーナー） 

ことばあそび：うまこゆる ←11 月のテーマは「とりのいち」 

中北：   うれしそう まとわりはしゃぐ こどもたち ゆめみるとしだ るーるはむよう 

うまいさけ まいばんのべば こえてくる ゆるんだはらを ルーズになでる 

小川：①10 月 14 日（土） 大阪城公園で「屋台まんぷくリレーマラソン（42.195km）」に参加します。 

②来年春の住まい情報センタータイアップへの協力依頼とその後の連携のお願いがありました。 

9 月学習会講師の川添さん（シニアライフＳＯＳ）より←今後あらゆる住宅に関するセミナーの協力をお願いしたい。

空き家、おひとりさま、住宅改修等、高齢者の事を理解し、建築の知識豊富なふくてっくの皆さんの協働を期待してい

るようです。 

③「岡さんの野望！？」←これまでの岡さんの人生、人と物「つながり」が重要であった。そこで SNS 等ネットでコ

ミュニティーを形成しようと考え、まずは「うどん双樹」ＨＰ内に住宅関連（相談）の窓口を作り問い合わせがあれ

ば吹くてっくで対応してほしいというお願い。これをまず一歩としてこれからＨＰの充実を進めていきます。 

＊初参加者の感想＊＊初参加者の感想＊＊初参加者の感想＊＊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しいただきますのでご協力ください）    

田中:障がい者のターゲットを絞って就労継続支援Ａ、Ｂなど事業を計画していて何か勉強になればと参加。通信会員になる。 

＊＊＊＊次回例会の司会予定次回例会の司会予定次回例会の司会予定次回例会の司会予定＊＊＊＊        

平成平成平成平成 29292929 年年年年 11111111 月月月月 4444 日日日日 
司会：後藤会員 

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。

予定：古場会員 佐久川会員 

＊次回以降の予定＊＊次回以降の予定＊＊次回以降の予定＊＊次回以降の予定＊    

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

■学習会 「放課後等デイサービスの現状」 講師：中田 貴久男氏 社会福祉法人いわき学園地域支援グループ課長 

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

■学習会 テーマ・講師：未定 

理事会の予定理事会の予定理事会の予定理事会の予定    

・第 1回定例理事会 上半期の活動総括ほか 30 年 2 月 3 日（土）午前  会場：大阪市立社会福祉センター 

・第 2回定例理事会 決算理事会      30 年 8 月 4 日（土）午前  会場：大阪市立社会福祉センター（未定） 

 


