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司会	 	 立溝会員	 	 書記	 古場会員	 2010／	 

8 月 7 日のｱｼﾞｪﾝﾀﾞ	 
場所	 大阪市社会福祉研修・情報ｾﾝﾀｰ	 

＊事務局報告＊	 	 和泉	 会員	 

� Ｈ22 年度第２回運営会議、Ｈ22 年度第 1回理事会を開催しました。	 

� 7 月より H22 年度となり、会員登録も更新の時期となりました。更新の手続きとして会費￥10,000 をお願いします。	 

今日お支払頂いても結構ですし、お振込される方は下記の「ゆうちょ銀行」か「三菱東京 UFJ 銀行」にお願いします。	 

	 

	 	 	 「ゆうちょ銀行」	 １４０４０‐３３４３１３６１	 	 

「三菱東京ＵＦＪ銀行」	 支店名：梅田支店	 	 口座番号：４７８０９２８	 

	 	 	 	 両方共に口座名：特定非営利活動法人	 ふくてっく	 	 	 電話番号：０６‐６６１４‐６８００	 

	 

� 「さつきつつじ会だより」	 回覧します。	 
� 	 9 月 18 日～11 月 14 日…やまと花ごよみ 2010 が馬見丘陵公園で開催されます。（池端	 会員）	 

１．研修部会	 	 	 鎌田	 会員	 

� ＰＣ教室計画中 ←第一土曜日午前中（10 時～12 時）開催を計画 10／2 計画予定 場所は未定 

２．東大阪部会	 	 	 	 清水	 会員	 

� 7 月検証活動報告	 
・改造助成：認定審査/高齢 7 件・障害 1件、	 完了検査/高齢 5件・障害 6 件、ＯＴ現地調査 2件	 	 	 

・介護住改：事前審査 23 件（内併用 8 件）、事後審査 12 件（内併用 7 件）	 

・活動日数：6 日（7/1・8・14・15・22・29）	 

� その他の活動報告	 
7 月 1 日・15 日	 改造助成事前相談会：相談者 2組	 

7 月 10 日	 10:00～13:00	 定例部会/104 号室	 10 名参加	 

7 月 10 日	 14:00～17:00	 事例検討会/104 号室	 8 名参加	 

今後、事前検討会を OT 山田さん中心に行っていきます。	 

３．こむねっと部会	 	 	 	 中北	 会員	 

� 7 月例会以降の活動経緯	 

・7/17 開催予定の部会は中止しました。	 

・野田の家	 	 8/4 開所式…親睦会に多数会員の参加がありました。	 

	 	 和田さん宅の改造が終わり、8/3 引っ越しがありました。	 

ななとこ庵の引っ越しに、多くの会員の協力もありました。	 

9 月には「老いの準備講座」を企画しています	 

４．福祉用具部会	 	 	 	 古場	 会員	 

7 月 12 日（月曜日）	 	 	 	 	 	 部会中止	 	 

8 月	 2 日（月曜日）	 	 会	 場…ATC	 ITM 棟 11F	 ふくてっく事務局内	 	 	 午前 10 時～12 時	 	 

テーマ…CAD ソフト操作方法を学びながら、歩行補助器の実機を見て	 図面化する。	 

５．木工部会	 	 	 西川	 会員	 

� 7 月 31 日（土）ふくてっく平成 22 年度期初における 2つの大きな行事が無事終了しました。	 

①城東区人権啓発推進会主催の「いきいきサマー元気フェスタ」朝から多くの来場者があり楽しい木工教室になりました。	 

5 作品 200 個の木工品も４作品は完売。残る１作品ももう少しでという状況で、最終 200 個の内 185 個をご購入いただきま

した。←OPEN の AM10 時から多くの方が行列を作られた。	 

②天王寺コミュニティ協会主催の「サンサンサマーフェスティバル」で 1作品 30 個の木工教室でしたがこちらも無事終了い

たしました。←作品は貯金箱だったが、別の地域でイベントがあり、参加者が少なかった事が残念である。	 

今回の催しには多くの会員の方にご協力頂き、ありがとうございました。	 

� 木工部会のメンバー今や全員パソコンに熱中！	 

� 8 月度は対外行事はございません。木工部会の活動日は次のとうりです。	 

	 8 月 14 日（土）と 8 月 28 日（土）の 2 回	 	 10：00～15：00	 	 ふくてっく工房 

６．住宅改修部会	 	 	 	 畑	 会員	 

� 7/17 部会は中止しました。	 

住宅改修部会から住環境研究会に改名しました。（理事会で承認済み）	 

「これからは高齢者の住環境について、住宅改修だけにとらわれる事無く関わっていきたい。」（畑	 会員）	 

� 8 月 21 日 13:30～	 部会は中止	 

ほろよい研究会	 8／21PM4 時から HATA 事務所で勉強会を開催します。	 

＊ぼとむあっぷ＊（	 活動懇談会/検討会議	 ）	 	 	 西川	 会員	 

NPO ふくてっく定例会	 
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①ホームページについて。	 ←ＨＰに関する皆さんの意見が聞こえてこない所が問題である。（苅田	 会員）	 

②学習会について。	 ←「こんな話を聞きたい」と学習会に希望するテーマを募集している。	 

	 	 〇福祉施設で働く環境を紹介→社会保険労務士	 

	 	 ○老人性難聴とそのコミュニケーションの仕方→聴覚言語障害士	 

③「真夏の夜の催し」について	 ←先月指名のされた後藤会員（池端会員）に状況を確認する。	 

④１月定例会について	 

	 	 学習会のない１月例会をどんなふうに進めるか。担当リーダーを岡会員とし、リーダーを中心に検討する。	 

その他	 

例会会場に関して、安くて足のよい場所を選んでいきたい。	 

クレオ・市民学習センターは会場へ出向き、くじ引きで申込める。	 

無料の会場を探している。候補として東成区役所内会場	 （社会福祉センターは会場費	 5400 円）	 

「ＡＥＤの知識と使用方法」	 	 	 

講師：海道警防担当指令	 松田氏	 他 3名	 

＊
学
習
会
＊	 

ＡＥＤとは	 automated	 extemal	 difibrillator	 [自動体外式除細動器]	 	 

ＡＥＤが街中や特定建築物等に設置されるようになった経緯や、使用状況、不適切な取扱等について。	 

ＡＥＤ[自動体外式除細動器]は大阪市内で 12641 台、90％は民間にて使用（ほとんどリース貸し）	 

	 小・中学校ではほぼ完備している。	 出張所内では救急出動で助かった人は 94 人。	 

「家庭の救急ノート	 119	 ＡＥＤ	 このノートあなたの救急救命士」をテキストに学習しました。	 

	 講師には、東住吉消防署萩之茶屋出張所のますだ出張部長、とくだ隊長	 

心肺蘇生の手順	 

	 １、（反応を見る）「もしもし、どうしました」と声をかけ、軽く肩をたたいて反応を確認する。	 

	 ２、近くの人に「救急車を呼んで下さい」119 番に通報を依頼、「ＡＥＤを持ってきて下さい」と依頼する。	 

	 ３、（気道の確保）手を額におき反対の手の指先を、あご先に当てる。あご先を持ち上げながら頭を後ろにそらす。	 

	 	 	 	 気道を確保する（呼吸の確認）	 安静時は１分間 12～18 回呼吸している。	 

	 ５、呼吸していない→人口呼吸をする。	 鼻を軽くつまみ、息を吹き込む。これを 2回繰り返す。	 

６、胸骨圧迫を行う。	 1 分間に 30 回圧迫する。	 

	 	 	 押さえる位置…胸の真ん中、又は乳頭と乳頭を結ぶ線の胸骨上。	 

	 	 	 手の組み方…両腕で圧迫するため、両手を重ねて、両肘を伸ばす。	 

	 	 	 押さえ方…指先を胸から離し、手の付け根で押さえる。胸を 4～5cm 押し下げる。	 

	 ７、胸骨圧迫と人口呼吸（30：2）を救急隊が到着するまで続ける。	 

	 ８、ＡＥＤ[自動体外式除細動器]が届けば、ＡＥＤの音声メッセージに従い使用する。	 

	 	 	 電極パッドを装着し心電図の解析を待つ。心室細動と判断されれば、電気ショックを行う。	 

	 	 	 その場合傷病者に誰も触れていない事に注意する事。	 

	 

＊名札の回収タイム＊（名札を集めます。返却にご協力ください。）	 

＊にこにこタイム＊	 （会員による、個人の情報発信コーナー）	 

苅田会員から下記テレビを見て下さい。	 

	 NHK	 BS デジタル 2	 8 月 18 日（水）PM2～3	 地球ドキュメント MISSION	 「車イス革命で人生を変える」	 

＊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）	 

なし	 

司会：	 津田	 会員	 ＊次回例会の司会・書記の予定

＊	 	 

平成 22 年 9 月 4 日	 
書記：	 佐久川	 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/長岩会員・中北会員・畑会員・林田会員	 

＊次回以降の予定＊	 

学習会の予定	 1 月例会は学習会なし。	 

	 学習会講師の謝礼月	 有料型	 5 回	 

	 学習会講師	 ふくてっく会員・公共の方	 無料型	 6 回	 （公共の方	 2 回、ふくてっく会員	 4 回）	 

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

	 	 内容	 ■総会	 	 	 	 	 	 	 ■学習会「ななとこ庵」報告	 	 	 	 	 ■活動報告・懇談会等	 

10 月 2 日（土）13:30～17:00 頃	 	 	 会場：（未定）	 

	 	 内容	 ■学習会「高齢者住宅の種類と選び方」(社)ｺﾐｭﾆﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸ協会(予定)	 	 	 	 ■活動報告・懇談会等	 

11 月 6 日（土）13:30～17:00 頃	 	 	 会場：未定	 	 

	 	 内容	 ■学習会未定	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ■活動報告・懇談会等	 

12 月 4 日（土）13:30～17:00 頃	 	 	 会場：未定	 	 

	 	 内容	 ■学習会「釜ヶ崎（西成）単身高齢者の生活支援について」さつきつつじ会	 	 	 ■活動報告・懇談会等	 

来年	 2 月学習会	 	 間違いだらけのバリアフリー	 	 講師	 山本会員	 

 


