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NPO ふくてっく定例会

8 月 4 日ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ

司会

大塚 会員

場所

大阪市立社会福祉センター
中北 会員

＊事務局報告＊

・本日午前中に理事会を開催しました
・年会費のお支払をお願いします
金額

正会員 年額 10,000 円

振込み先 ◆郵便払い込み

通信会員 500 円

学生会員 3,000 円

郵便局備え付けの払い込み用紙をご使用ください。

口座番号 00970‐5‐183177
◆振り込み

三菱 UFJ 銀行 梅田支店

普通 4780928

◆振り込み （ゆうちょ銀行の通帳から振り込む場合）
ゆうちょ銀行 14040-33431361

※名前はいずれも「特定非営利活動法人 ふくてっく」

＊資料および書籍の紹介＊

Ａ催し・事業企画の案内
Ａ-1

第 9 回ポジティブ生活文化交流祭 11/23 この日は池島の木工活動をバッティング

Ａ-2

8/25 災害時の地域福祉運営シュミレーション in 箕面

Ｂ他団体の機関紙等
Ｂ-1 まねき猫通信 192 ひきめ
Ｂ-2 ハニー・ビー通信№117
Ｂ-3 FIRST RUN №106
Ｂ-4 ゆめごよみ風だより 臨時号（西日本豪雨現地報告）
Ｂ-5 マッサク №140 第 25 回共生・共走マラソン事業実績報告書 など
Ｃ情報誌
Ｃ-1 ウォロ№519（6・7 月号）+ ＣＡＮＶＡＳ ＮＥＷＳ
Ｃ-2 ＣＯＭＶＯ 8・9 月号
Ｃ-3 あんじゅ 75 号
Ｃ-4 ちゅうぶ通信 7 月号 なんばおにごっこ 9/29 の案内 名古屋城問題
Ｃ-5 ぽぽんがぽんＮＥＷＳ №275 大阪府北部地震の報告
Ｄその他
Ｄ-1 名古屋城バリアフリー新技術？
Ｄ-2 第三者評価事業の廃止について 府社協
Ｄ-3 フォレスト福祉会 10 周年記念誌 高村施設長が退任され、後任は石山氏
＊総会＊

第 17 回定期総会

詳細は総会議事録

1 号議案 平成 29 年度活動報告・各部収支報告
2 号議案 平成 29 年度決算報告
3 号議案 同上に係る監査報告
4 号議案 平成 30 年度活動計画・各部収支計画
5 号議案 平成 30 年度予算計画
6 号議案 定款変更の件
１．ふくてっくのつどい

小川 会員

・7/22（日）生駒いいもり山へ材料調達に行きました（鎌田、苅田、曽我部、春岡、小川）。
猛暑の中、山を吹き抜ける風は気持ちよかった！…でも、やはり疲れた。
・8/26（日）「あそびかたフェスタ 2018」（大阪市立総合医療センター）に昨年に引続き、あそび自由木工で参加します。
入院している子供達、退院や通院している子供達とその兄弟を対象に、病院に関わるボランティア団体が多く参加する年に
一度のフェスタです。詳細が決まり次第、メールで案内しますが、10 時～15 時半の活動となります。
・9/22（土）「木と触れ合う縁日」（ATC グリーンエコプラザ）に NPO 法人もく（木）の会から依頼を受けて、ツリーハウス
＆自由木工で参加します。木をテーマに活動されている団体が集まって木に触れ合う機会をつくる大阪市立住まい情報セン
ターとのタイアップ事業です。ATC ITM 棟 11 階西側（ふくてっく事務局の向かい）で 11 時～16 時の活動となります。
・10/24（水）「親子記念木工教室」（羽曳野市立幼稚園）に園は変わりますが、昨年に引続き園長先生から依頼がありまし
た。今年度限りで閉園となる園児達に記念に、思い出に残る様な木工体験をさせてあげたいとの強いお願いで実現する事に
なりました。例年通りなら午前中の活動となります。
1 / 3

180804

・11/23（祝）「池島ふれあいまつり」（港区）で地域のまつりに連年通り自由木工で参加（予定）し、今年最後の木工活動
となります（？）。
・以上、今月から年末まで 4 ヵ月連続で、様々なタイプの違う木工活動があります（来年 1 月にも病院内学級の工作授業があ
るかも…？？）。活動の合間に材料調達や加工作業などもすることになります。
興味のある方、自分も作ってみたい方、お子さんお孫さんを連れて一緒に工作、などなど多くの方の協力をお願いします
２．東大阪部会

①

清水 会員

7 月の東大阪における改造助成・介護住改の検証活動は 7 日間（7/4.5.12.19.26）延べ 12 名が活動しました。
・東大阪市事前相談会 担当：7/19 磯田

②

7 月 21 日部会（10:00～12:00）参加者 6 名。
「事例検討等」

③ 東大阪市介護保険研修会 「施工業者向け」1 回目：8/1 15：00～17：00

2 回目：8/22 17：00～19：00

「ケアマネ向け」8/8 14：00～16：00
④ 寝屋川市介護保険研修会

9 月 7 日「施工業者向け」1 回目：10:00～11:30

2 回目：15：00～16：30

「ケアマネ向け」13：00～14：30
⑤ 住まい情報センター
・タイアップ事業 7/8（日）13：30～

住まい情報センター3 階研修ホール

住み慣れた家で暮らしていくために 「介護保険による住宅改修/トラブル回避術！」
参加者:62 名/申込 81 名 ・個別相談会 15:45～16:30：4 組
参加者：小川、大塚、鎌田、寺岡、曽我部、和泉、清水、苅田
動画にて当日の様子紹介 役者揃いの演技を楽しく鑑賞
・出前講座 7/25（水）13:30～15:00「たかが手すり されど手すり」 依頼者/生魂女子会 会場/生魂会館
8/2（木）13:30～15:00 「たかが手すり されど手すり」 依頼者/会場 阿倍野区老人福祉センター
8/31(金) 10：30～12:00「介護保険による住宅改修」 依頼者/会場 福島区老人福祉センター
中北 会員

３．こむねっと部会
■第三者評価関係

㈱ぐりーん 7/27 自己評価結果等の読込(池端、上田、曽我部、清水、春岡、田代、中北)
訪問調査は 8/15、8/21、8/23 に実施します。
（社福）以和貴会 すみれの里 自己評価結果まもなく受領予定、訪問調査は 9 月。
奈良県手をつなぐ育成会 8～9 月ワークショップ実施します。

8/22.28.9/9.予備日として 9/13,18,19,26

美原の郷 7/31 小委員会委員長会議 9/8,22 第三者評価ガイダンス実施予定。10 月以降に第三者評価開始
7/4 と 7/21 6/26～6/29 の第三者評価調査者指導者研修の内容を共有する会議。参加延べ 13 名
7/18 評価機関連絡会。 大阪府社協が正式に評価事業撤退を表明。中北、やむなく代表幹事継続へ。
全社協から、ふくてっくの社会的養護関係施設評価機関認証の更新手続完了通知。
8/3 京都大学医療経済部門研究室から第三者評価事業に関するインタビュー受ける。
同日、奈良県吉野郡、美吉野園から第三者評価受審相談。
■ぱあとなぁ

4 月実施の旧らん家屋調査費用請求。本体施設の改修を検討中

■リスクノック 7/20 夢宙センターの自立体験ホーム視察（清水・曽我部・春岡・中北）
8/22 第 3 回検討会議（ココプラザ）活動の具体化へ協議予定。
■こむねっと部会 7/21 次回は 8/18
■その他

■BCP 研

7/25 次回は 8/22 （たかとりワークショップと重なり欠席）

8/25 A 病院訪問面談（3 回目） 5 月以来２回の面談を重ねた２人のうちひとりはいよいよ退院実現へ。

＊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【あわおどり】
中北：
《高齢社会の地域防災編》あせらずに わかみちゆけば おのずから とびらはひらく りきまずも
あんしんを わかちあおうよ おとなりと としよりどうし りんじんあいで
あわてずに われをわすれず おちついて ときをうつさず りすくをさける
あつまって わいわいさわぐ おとなたち としはとっても りくつはたっしゃ
7/7 志なのすけにて
稲住：
《アサヒビールは好きじゃない》アサヒなの？ わたしの好み オリオンよ どうにかしてと リクエスト
中北：
《有馬さんに捧げる》あまい声 私にとっては おどろきで 年はとっても りんとして
佐久川、上の句 中北、下の句：泡盛を 輪になって飲もう おとおりを（宮古島のお酒の飲み方）
とても楽しい 倫理はすてて
佐久川・小梶・中北：あわおどり（徳島の地どり） 若さにのせて 踊りましょう とても楽しい リズムに乗せて
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竹田・曽我部：
《旅行に行ったら…》雨が降り 私は傘を おいてきて どこに行こうか 旅行さきにて
９月のお題は「おみなえし(女郎花)」に決定
＊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）
該当者なし
＊次回例会の司会予定＊
平成 30 年 9 月 1 日

司会：上田会員

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：嘉指会員 鎌田会員

＊次回以降の予定＊

・9 月 1 日（土）13：30～17：00 会場：大阪市立社会福祉センター
■学習会 内容未定
理事会の予定

・第 1 回定例理事会 上半期の活動総括ほか

31 年 2 月 2 日（土）午前

会場：大阪市立社会福祉センター（未定）

・第 2 回定例理事会 決算理事会

31 年 8 月 3 日（土）午前

会場：大阪市立社会福祉センター（未定）
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