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NPO ふくてっく定例会

1 月 6 日議事録

司会

後藤

会員

場所

大阪市立社会福祉センター

＊小川理事長より新年の挨拶＊

あけましておめでとうございます。ＮＰＯ15 周年、ふくてっく前身から 25 周年！25 年も続けると、ふくてっくさんだか
らお願いしますという依頼も増えました！今年もやれることを全力で取り組むことができるようにしたいと思います。
介護有料老人ホームに畑会員を尋ねてきました。元気です。長時間は難しいと思いますが、朝体調やスケジュールを確認
してから訪問するようにしてください。みやの楽々園

〒569-0081

高槻市宮野町 7-1

072-671-2290

＊会報紙は今月中に発送します。
中北

＊事務局報告＊

・2/3

会員

定例理事会を予定しています。・・・各部会は報告準備をお願いします。

予定議題

1.上半期の振り返り（事業報告および半期仮決算）

・本日は決済事項が２件あります

1.牧口氏からの要請

2.各部会今後の事業見通し

3.その他

2.ドット JP との協議

＊閲覧資料および書籍の紹介＊

Ａ催し・事業企画の案内
Ａ-1

ＣＡＮＶＡＳよるがく＆カフェ

（１月以降）3/16 牧里常治「コミュニティビジネスを考えてみよう」など

Ａ-2

1/23「発達障害のある人たちのボランティア活動を考える」 Ａ-3

2/10 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「住み継ぎ」の手法

Ａ-4

1/25NPO 法人ステップアップセミナー

伝えるコツセミナー

大阪市市民局

Ａ-5

2/4

住まい情報

Ｂ他団体の機関紙等
Ｂ-1

想創奏

Ｂ-3

NPO ちゅうぶ通信

Ｂ-6

アルミ缶

Ｂ-9

パンジーだより

Ｂ-11

第 41 号（福）そうそうの杜
№44

茶屋町通信

2017 年 12 月号
Ｂ-7

Ｂ-8

大阪交通災害遺族会

Ｂ-12

Ｂ-2

ちゅうぶ新聞

ファーストラン№104

第 309 号

vol.91

特集：相模原事件
Ｂ-4

ハートつうしん

CANVAS

Ｂ-10
No.89

ﾏﾂｻｸ№138 第 24 回共生・共走ﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ 5/28 の案内

ﾊﾞﾙｱﾌﾘｰ法改正案
NEWS

Ｂ-5

12＆1 月号

さつきつつじ会だより
Ｂ-13

ハニー・ビー通信№110 号
No.175

ゆめごよみ風だより

No.81

Ｃ情報誌
Ｃ-1

ウォロ

№516（12・1 月号）特集：市民団体の世代交代について

結型、自然消滅型、他法人に渡す意志継続型
Ｄその他

Ｄ-1

など

Ｃ-2

ＣＯＭＶＯ

非固定型、育成交代型、引き抜き型、創設者完
1・2 月号

年賀状

＊懇親会＊

牧口氏からの要請コメント～障がい者居宅の防災改修～

牧口

一二氏

中北会員の私案をもとに

・地震等災害発生時において、災害弱者である障がい者の安全確保が重要な社会課題とされているなか、住居内の安全につい
ての観念が障がい者自身も希薄である。例えば、家具の転倒や照明器具の落下、火災の発生、建具の開閉不能等で命の危険
に直結する要因が潜んでいる。あきらめる前に何かできることがあるのではないか？という要請に応え、中北会員が「家具
転倒防止等障がい者居住改善プロジェクト」として私案をまとめ報告した。牧口氏からは、ふくてっくとして手伝いやすく、
障がい者も意見が言いやすく、相互が納得できるしくみを考えて行きたい。障がい者にはタダでやってもらえるという意識
がある。閉鎖的な障がい者側には先頭に立って扉をあける役目はする。ハード面の提供をふくてっくにお願いしたい。ふく
てっくとしては、障がい者を対象というよりは少し生きにくさを感じている多くの方に門戸を開き、常時対応できるわけで
はないので、年数回の活動日を定め活動することは可能ではないかという話し合いの下、積極的に協力してもよいという
11 名/19 名の賛同を得て前向きに検討を進めることとした。
ドット JP との協議経過説明

中北

会員

・12/16 にドット JP 荒木氏・藤島氏をＡＴＣに迎え、学生インターシップについての話を聞いた。学生インターシップ受け
入れ提供時間は 70 時間程度、登録料として 32400 円必要、期間は、春休みの２月～３月、若干の前後することは可能、ふ
くてっくのメリット、学生のメリットなどその内容をまとめたものを中北会員より説明する。またそこに参加した会員から
の意見も聞き、学生インターシップ受け入れについての可否を問うた。
本部の不透明さ、インターシップに参加した学生の意見や受け入れを行った企業・ＮＰＯ法人の情報が不明であること、ふ
くてっくの受け入れ態勢の脆弱さなどの意見がでたが、こむねっと部会を中心として受け入れ態勢を整え、新たな風を入れ
ることによりふくてっくを新たな目で見ることができる機会でもあるのではないかということで 10 名/19 名が賛同し学生
インターシップを受け入れることとした。受け入れ窓口な当面中北会員とする。
２件の懸案について受入れ是非の決議、担当事務局の指名
以上は緊急運営会議の扱いとし、２月の理事会で正式決定（追認）とする。
ドット JP への連絡はただちに行なう。
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２０１８年抱負！
岡：前職辞めて１年半、母の世話をしてこれからどう生きて行こうか。
「七つの習慣」を読み、やっとやる気が出てきた！見

えないことを言い訳にせず、怒らないことを誓い、自分らしいパフォーマンスをやっていく一年にしたい！
古場：１/２住吉大社に初詣！大吉をいただき良い年になりそう！難病の紫斑病にかかり、脾臓の手術で治る可能性もあるが

このままでいこうと決めました。何もせずボーっとしているのでふくてっく例会に参加することを楽しみにしています。
杉浦：昨年 10 月に丸鋸で指２本けがをした。今年は健康第一を目標に、病院に世話にならず、年相応に、戌年だけに「ワン

ダフルな」年にしていきたいと思います。
牧口：
「偽」
・・・暗いイメージは好きではないが、世の中全体が全うではないと感じている。自分たちの活動も含め、自分自

身もガラス張りで今年一年頑張りたい！
上田：ふくてっく会員３年目！まだヨチヨチ歩きで、いろいろな方向に皆さんのお力を借りながら邪魔にならないようにいこ

うと思います。木工の技術をもう少しあげたいと思っています。
松本：今年後期高齢者になります。健康寿命をあげようと毎日歩いていますが、昨年７月頃に足に違和感を感じ整形へ。処方

された薬を飲んでもあんまり効き目がないようだ！今薬はやめています！認知症なりかけの人のことを勉強したい！
多田：昨年還暦を迎えました。40 歳の頃海外協力隊に参加したいと思っていたのですが病気で断念！何かしたいと思いネッ

ト検索していてふくてっくにぶつかり、施工畑の１人として参加していきたいと思っています。
苅田：怒りっぽくなり、面白くないことも多かった昨年を反省し、今年はいかに楽しく過ごせるかを考えたい。将来的にも楽

しく続けられるものは何かを探りながら行こうと思います。
秋岡：12 月に還暦を迎えます。お酒を控えようと、元旦から３日間禁酒しました。最後の 50 代を楽しく、健康で、仕事も頑

張って行きます。
後藤：一生懸命頑張ろう！が、だんだん上手く行かなくなってきています。お正月には 25 年続けた伏見詣でもやりました。

今年は、一生懸命頑張ろうより健康に気をつけて、楽しむ年にしたい！
小川：昨年の抱負で 100 人ハグと言いましたが直ぐに達成できました！みなさんより 10 歳若いので、楽しむより一生懸命頑

張る年になると思う！『明日やろう！ばかやろう！』にならぬように、今年もガンガンやっていきます！
池端：年初めに風邪をひき今年はちょっと・・・。１年 365 日貯金

1・2・3 円と続けると 66795 円貯金できます。昨年末は

酒を飲みすぎ翌日のゴルフに行けなかったりしたので、今年の抱負は酒を飲みすぎないようにかな・・・？
中北：第三者評価も、そこから派生したことも、仕事もいろいろ取り組んで、社会資源を活用した地域貢献！忙しさそのもの

を楽しみながら事務所 40 年中北 70 年。最後のストレートを足り出し、まとまった形でゴールしたいと思っています。
山本：毎年同じことですが、部屋を片付ける！今年は台所などの掃除は後回しにして、母の部屋を片付けました。捨てる、リ

サイクルに出す等洋服を整理しました。今日の服も母の者です。今年の目標は、片付けたら床に物をおかない！
立溝：仕事は職人不足！ニートを３ヶ月訓練して派遣している会社が来たが、こっちは即戦力を必要としている！去年の奈良

マラソンで完走はできたので、屈辱の篠山マラソンをリベンジする。それと飲み過ぎには注意です！
竹田：8 月に入会、年末に退職しました。前職の障がい者福祉と建築を絡めて事業を展開しようと考えています。来年にはそ

の業務報告をさせていただけるように頑張ります。
和泉：ふくてっくの事務局をボケるまでやりたい！ただ心配なんはボケたらサイフを放さないかもしれない。２年前からスポ

ーツジムに通っているが、今年は週 1 日は必ず行くようにしたい！
清水：９月頃に体調を崩した事をきっかけに、自分を振り返る時間を持ちたい。計画していたことが思った以上にできない現

実。立ち止り、振り返り、必要・不要を見極める整理時間を大事にしたい！夫がマラソンを始めます！よきアドバイスを！
田代：一年目で一番若いです。昨年は両親の入院で何かとバタバタで会合に出席できず、今年は少しでも多くの会に参加する。

看護付小規模多機能施設を増やしたい！建築女子会の全国展開を図りたいと思っています！
佐久川：昨年は身の丈に合わないような仕事をたくさんして、でも嬉しい仕事も多く、今年は自分のペースを取り戻してスタ

ートしていきたい！
稲住：孫孝行のために今日の出初式とプラレ―ル博に連れて行ってきました。昨年は本当に忙しい年で、12/25 めまいと吐き

気に襲われ事務所から帰ることができなかった・・・が今は大丈夫 68 歳まだまだ行きます！
曽我部：今年の皆様の抱負は病気自慢がなかったことが良かった！私から皆様に、エジソンのお言葉を、「幸せは、財産や地
位や名誉や職業などで決まるものではない。その人が何を幸せと考え、不幸と考えるかで決まるのだ」何事もありがたや！で
いきます。
お休みの方からも
畑：元気です！
島村：穏やかな一年にしたい！
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小川

１．ふくてっくのつどい

会員

12/12（火） 児童養護施設での自由木工の事前打合わせをしました。⇒お金を払って行って活動するため、実現難しい雰囲気。
養護施設の子どもたちに対して職業紹介をするなど新たな取組を検討中
1/20（土）

木工材料加工作業をします。（ATC 事務局：14 時～16 時（終了予定））

1/30（火） 大阪市立総合医療センター院内学級授業で木工作をします。授業時間は 13 時半～14 時半。⇒完成形として残る
ものを提供しようと考えている。改めて人員募集をかけます。
2/11（日） 「スペシャルキッズの集い」にふくてっく木工活動の紹介パネルを出展します。⇒宝塚大学梅田キャンパスにて
5/27（日）

5 時間共生・共走リレーマラソンの開催が決まりました。今年も自由木工で参加する予定です。

2 月希望があればカニパーティーを今年もｅトコでの開催を企画します⇒2/18ｅトコの予定を確認し後日連絡します。
２．東大阪部会

①

清水

会員

中北

会員

12 月の東大阪における改造助成・介護住改の検証活動は 3 日間（12/7.14.21）延べ 8 名が活動しました。
・東大阪市事前相談会

②

担当：12/21

山本

12 月 16 日部会（10:00～12:00）参加者 6 名。「事例検討等」

３．こむねっと部会

12/8

ふれぼの年末行事

12/14

OCVC 座談会

1/5

ボラ協新年互礼会

1/22

ぱあとなぁ

12/12
12/16

GH 委員会

NPO センター分科会「不動産取引の知識」

こむねっと部会（主に第三者評価関係）
⇒19：00～

※部会に先立ち、ドット JP 面談

お弁当を用意してくれるので参加者は申し出ること！

第三者評価の動きが活発化しています。
12/6

阪南福祉事業会訪問

（児童養護施設２件「あおぞら」「岸和田学園」）

12/18

天王谷学園

12/26

美原の里再建委員会

12/26

大阪市立長谷川羽曳野学園訪問

評価結果報告会
全体会議

→1/12 に第２小委員会
受審契約、自己評価・子どもアンケート配布⇒昭和 10 年から

民間に移管中

で、職員のモチベーションなどが、他施設と違うかもしれない！
12/28

岸和田学園・あおぞら

自己評価・子どもアンケート回収

・グリーンのアンケートは３月末には公開したい旨あり。
2 月～3 月初旬に 6～8 回の訪問調査を実施します。
第三者評価関係研修予定

大阪府福祉サービス第三者評価調査者継続研修
全社協

2/13

社会的養護関係施設評価調査者養成研修

3/6

2/26～3/1

同

継続研修

3/12

13：00～3/13

同

更新研修

3/13

15：15～18：15

15：00

・先月講師をしていただいた薮田さんにまとめたものを報告・・・ほめられました！
・松岡さん

コミュニティハウス代表をされていて、また一度遊びに来てください！

＊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

中北：しんぜんに

【おしょうがつ】

よきとしたれと

うかがえば

からだだいじに

ようがままに

うかれれば

からだのちょうし

しんぜんしゅ

つとめるべしと
ついわすれ

小川：12/3（日）大阪グレートサンタラン参加、12/10（日）奈良マラソン参加で！
しんどいわ

よんじゅうにきろ

うつむくな

がんばるさきに

つかむかんどう

「つどい」今年の活動目標！？
しっかりと

よういしないと

うまくいかん

・定例会で２句発表されましたが、書きとめきれず！残念！

がっかりさせない

つどいのもっこう

２月のことばあそびのお題：ふきのとう

岡：3/18（日）神戸ユニバーサルフェア（しあわせの村）ですべらんうどんの販売をします。ご協力お願いします
＊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）
多田さん：無理のない範囲で前向きに参加していきたいと思います。
＊次回例会の司会予定＊
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：曽我部会員
平成 30 年 2 月 3 日
予定：立溝会員 寺岡会員 *曽我部参加出来ないので立溝さんに
＊次回以降の予定＊

・2 月 3 日（土）13：30～17：00

会場：大阪市立社会福祉センター

■学習会 （仮題）「障がい者が主体の情報発信」

社会福祉法人創思苑から講師

（未確定）

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

3 / 3

