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1 月 11 日議事録

NPO ふくてっく定例会

司会

寺岡 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。元気なお顔を見ることができてよかったと思います。今年の抱負は病気自慢はなしで！
48 万円の破綻という話を聞きました。30 代の４人家族の１か月に必要なお金のことです！40 代で 54 万、50 代で 71 万。
その内訳として、月 1 回旅行、車を持っていて・・・他にもいろいろ条件はあるのですが、飲み代は 4000 円でした。
ゆっくりほんわかと、お金にとらわれることなく今年も元気に行きましょう！
中北 会員

＊事務局報告＊

・2/1 定例理事会を予定しています⇒開催時間など詳細は後日連絡いたします。
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） 2.各部会今後の事業見通し 3.その他
＊資料および書籍の紹介＊

Ａ催し・事業企画の案内
Ａ-1 4/25 大阪精神医療人権センター35 周年企画 映写会「精神病院つばさ荘」
Ａ-2 3/28 セミナー 欧米の精神医療における権利擁護システム
Ａ-3

3/8 高槻でジュネーブ大学の教授のセミナー

Ｂ他団体の機関紙等
Ｂ-1 NPO ちゅうぶ通信 12 月号
Ｂ-3 ファーストラン №112

Ｂ-2 人権センターニュース№150

Ｂ-4 パンジーだより 第 321 号

Ｂ-5 さつきつつじ会だより 186、7

大阪交通災害遺族会

Ｂ-6 ハートつうしん ハートいしかわ 97

Ｂ-7 想創奏 47⇒ぼっちゃ大会があります Ｂ-8 ちゅうぶ通信⇒合理的配慮とは？ Ｂ-9 サポネ通信
Ｃ情報誌

Ｃ-1 COMVO 1・2 月号

Ｄその他

Ｄ-1 年賀状

Ｃ-2 あんじゅ 81

１．ふくてっくのつどい

小川 会員

◆令和 1 年 11 月 14 日の院内学級木工授業、11 月 23 日の池島ふれあいまつり自由木工の活動報告。
◆令和 2 年 3 月 20 日（予定）、昨年長居植物園でのパープルデー大阪～てんかん啓発～への依頼がありました。
◆令和 2 年 2 月 or3 月（予定）、会員交流会「カニパーティー」e トコ開催を企画します。⇒日程調整連絡します！
２．東大阪部会

清水 会員

① 12 月の東大阪における改造助成・介護住改の検証活動は 5 日間（12/5.6.12.19.26）延べ 7 名が活動しました。
・東大阪市事前相談会 なし
② 12 月 21 日部会（10:00～12:00）参加者 11 名。
「検証事例検討」
③ 大阪市住まい情報センター/出前講座
・1 月 22 日「たかが手すり・されど手すり」西成区老人福祉センター/会場：同左 講師/春岡・清水
３．こむねっと部会

中北 会員

■第三者評価関係
12/21 部会で、一時保護所の評価基準検討 ・阪南福祉事業会（あおぞら・岸和田学園）12/23 評価結果報告会。
槻ノ木荘、かしの木園は訪問調査を終え、それぞれ 1/31、2/5 に評価結果報告予定。
・高津学園 1/17、20、22 訪問調査
・信太学園 1/27、28 訪問調査 ・大阪市一時保護所 2/12、18、26 訪問調査。
・軽費老人ホーム「河南荘」は、本年度の
受審見送り。
・来年度には、保育所 3 園と児童養護施設 2 園の評価取組が確定しています。
2/22・23、大阪で全社協主催更新時研修。池端・後藤会員が受講参加。 2/23PM 第三蓮主催 研究会 中北参加。
■りすくのっく
1/31 16：00 りすくのっく会議
■こむねっと部会予定
1/18 13：00～16：00 槻ノ木荘・かしの木園の評価検討および一時保護所の評価課題、その他
＊ひとことタイム＊（会員による個人の情報発信コーナー）

・令和 2 年 1 月 26 日、大阪ハーフマラソンに小川参加。同日同コースで大阪国際女子マラソン開催、観戦してみては？
・岡会員から出来立て焼餅の差し入れをいただきました。おいしくいただきました！
3/15 しあわせの村ご協力よろしくお願いします。
・清水会員の娘さんが学生会員として登録！
＊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）
角谷氏：長年保育現場におられて、社会福祉協議会で 15 年ほど第三者評価に携わっておられました。こむねっとでは、次年
度保育園の第三者評価に取り組む予定です。そのための助っ人メンバーとして？アドバイザーとして？ご協力いただけるかも
しれないので、今日はふくてっくを視察です。
1 / 2

200111

会員各人の抱負コメント

＊懇親会＊

寺岡：昨年の富士山登山は途中断念！だからと言って今年再挑戦はできないが・・・信州の山を一つは制覇したい！
小川：ブラインド伴走を今年も練習しています。どうせならだれかと一緒に走りたい！大阪マラソンも伴走者としてデビュ
ーかも！中途障害の動ける方の力になりたい！それもこれも岡会員を走らせたいから・・・２～３年後には走るかも？
大塚：サックス演奏したいと言っていたのに教室を覗くこともなく！武道はちょっと！気力・体力、特に気力が萎えている。
もう少し前向きに！来月、高知の竜馬マラソンにエントリーした。言ったらやらなければならないから・・・。
稲住：心づもりはあったが事務所の引っ越しが大変だった！そして引っ越し先は窓がない！昔使っていたカメラや付属品が
たくさん！当時の初任給以上の高価なものも・・・いったい合計金額いくらになるんだろう！今年はええかげんに生きるぞ！
苅田：年初めに末吉・吉・大吉と 3 回ひいたおみくじ！今年はいい年になるぞ！60 代最後の年になるので、この 2 年くらい
遊んでいたので・・・今年は頑張ろうと思います！
春岡：西宮えびす神社で前厄の私がひいたおみくじは凶！良かれと思っていったことが良い結果にならないとか！口は災い
のもと・・・ということなのでおとなしくしようと・・・！今年は少しやっていた古文書を読むことを再開したいと思います。
田代：年の初めに御金神社にお参りして娘は大大吉！私は小吉。買い物は控えなさい！おしとやかに過ごそうと思いました
がやはり爆走します。海外旅行は２回以上行くぞ、習い始めたゴルフのコースデビューもするぞ！
小梶：第三者評価者として今年は半人前にはなりたい！同い年の人で認知症の人が増えてきている。手先の訓練のために、
娘が使っていたピアノを習い始めたい！
上田：今年も第三者評価者として動いていくんだろうな！年末年始は以前の会社からお願いされた仕事をしていました。高
齢者の追跡調査のまとめですが、預金額が 200 万円アップしていました。ブラインドタッチの精度を上げていきたい！
松本：元気にふくてっくに参加する。一日一万歩は続けています。少し時間はかかるようになったけど、途中休憩もなくな
り、腰も痛くなく順調です。バイク免許は返したけど車はどうしようかな？認知症試験クリアのために脳トレ訓練してます！
秋岡：諸事情から初めた禁酒もあと 138 日。正月も飲まず・・・６月例会で解禁です！国が海外資産などを持っているお金
持ちからお金を取ることをはじめ、立ち合いを頼まれた！守る立場なのだが・・・ちょっと守りたくない！
和泉：現状維持です。沖縄本島を３日かけて１周する番組を観ていて、そんなに一生懸命なことしたことないな！琵琶湖一
周ウォーキングしたことあるけど、一生懸命は疲れるしな～！でもいいとこあれば教えてください！現状維持で歩きます！
清水：幼児以上を対象に防災カルタを使って生活防災のセミナーを始めました。今年はこれに力を入れます。生野高校の苅
田会員の後輩の方がパラリンピックに参加、応援して！もっともっとポジティブにいろんなことにかかわっていく年に！
後藤：40 年続けている伏見の神社に今年も行ってきました。1/3 が海外の方で、頂上の 350ml の缶ビールは 500 円で飲まず
に下山。45 年ご無沙汰していた方から八丈島に 3/16-17 ご招待されたので、少し戸惑っているけど・・・行ってきます！
池端：昨年の抱負『足るを知る、初心忘るべからず』は、日々の生活の中で忘れていました。昨年から始めた中学生英語の
学びなおしを続けます。そして、今年は金婚式なのでハネムーンの地、東北巡りをしようと思っています。妻と一緒に！
中北：第三者評価事業が本格的に動き出し、停滞していた仕事も年明けから忙しくなり、絵も描いていきたいし・・・頭は
第三者のこと、胸は障害福祉のこと、腹は仕事のことでいっぱいで、足元は冷えているけど膝は孫で温かい！
佐久川：友達に走るの大好き人間はたくさんいますが・・・僕は走りません！ふくてっくの１位・２位を争う酒税納税者で
す。今年の抱負は・・・現状打破！バンドも細々とですがやっていきます！
島村：毎年、年初めにアクシデントが。今年は姉が複雑骨折！酒におぼれることなく謹んで！何か目的を持ってこだわらず
にやっていきたいです。好きなものはやめずに、形を変えてやり続けてバランスを整えながら一生懸命やっていきたいです。
曽我部：私も西宮えびす神社にお参りをして大吉だったので持ち帰り今年一年のお守りにします。何事も万事うまくいくそ
うですが、神頼みせずに自分自身でしっかりとやっていきたいです！
新年会参加の会員の方に今年の抱負を聞きそびれてしまいました！すみません！

＊次回例会の司会予定＊
2020 年 2 月 1 日

司会：春岡会員

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：松永会員 松本会員

＊次回以降の予定＊

・2 月 1 日（土）13：30～17：00 会場：大阪市立社会福祉センター
■「たかが手すり されど手すり」 東大阪部会
理事会の予定

・第 1 回定例理事会 2020 年 2 月 1 日（土）午前

・第 2 回定例理事会 決算理事会

2020 年 8 月 1 日（土）午前

会場：大阪市立社会福祉センター
会場：大阪市立社会福祉センター（予定）
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