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2010／	 

12 月 4 日のｱｼﾞｪﾝﾀﾞ	 
司会	 	 林田会員	 書記	 小川会員	 

場所	 大阪市立社会福祉センター305 号室	 

＊事務局報告＊	 	 和泉	 会員	 

 新リーフレットについて←全体写真を除いて、構成は出来上がっています（全体写真は 1月例会で撮影予定）。 

リーフレットは今後必要な時に必要な分のみ出力して対応していきたいと思いますので必要な方は事務局まで連絡下さい。 

 半期活動報告の準備をお願いします←22 年度も上半期が終わろうとしています。 

上半期活動報告、下半期活動予定等々各部会議で話し合って頂き、理事会・運営会議への準備をお願いします。 

 畑会員より、エンディングノート等の収入、600 円寄付頂きました←11 月の住環境研究部会内で集めたものです。 

 その他←11/26 杉浦会員が入院されました。軽い脳出血で左足に軽い麻痺が残っていますが、既にリハビリも始めており、 

来週には退院出来るのではと聞いています。（苅田会員） 

 回覧します。	 
『For All Vol.60』 NPO エフ・エー、「さつきつつじ会」←12 月学習会講師の森口さんが代表を務める「さつきつつじ会」です。 

有償ボランティア連絡会報告 古場 会員 

11/17 に有ボ連例会がありました。下半期の活動確認が行われ、「有償ボランティア」の意味・役割を再度考える事が挙げられる。 

次回の例会は 12/14 エフ・エーさろんで行います。 

１．研修部会	 	 	 苅田	 会員	 

来年最初のパソコン教室は 2/8 に実施する予定で、更にグレード UP していきたいと思います。	 

その他企画中なのが、畑・苅田両会員同窓生の落語家「露の新治（つゆのしんじ）さん」を招いて人権落語を拝聴する事

も考えています。	 

２．東大阪部会	 	 	 	 清水	 会員	 

 11 月検証活動報告	 
・改造助成：認定審査/高齢 5 件・障碍 4件、完了/高齢 3 件・障碍 1件	 

・介護住改：事前審査 9件（併用 5件）、事後審査 19 件（併用 3件）	 	 	 

・活動日数：5日	 （11/4・10・11・18・25）	 	 

 その他の活動報告	 
11/4・18	 改造助成事前相談会：相談者４組	 

11/20	 10:00～12:30	 定例部会/104 号室	 9 名参加	 

 大阪府下高齢者・重度身体障がい者住宅改造費助成事業実態調査資料作成中	 
 12/18	 定例部会は社会福祉センター3階 302 号室	 10:00～12：00	 

３．こむねっと部会	 	 	 	 清水	 会員	 

 11 月部会報告 

・青葉園    予定通り進んでいます。（現説 12/13 入札 12/24 予定）年明け着工、完成予定 3/18 

・ななとこ庵   「子育て支援に関する地域サロン事業」応募の件、11 月末の結論待ち 

    お地蔵さん祠の製作・設置は完了 お披露目会は 12／18 餅つきに併せて開催 

・第三者評価  あいあい福祉会お試し評価の活動  

   11 月 17 日 木村・清水・中北の担当チームが訪問調査 

12 月中旬までに完了予定 

11 月 12 日 第４回専門部会 継続研修実施の細部検討（詳細は 1月に報告） 

11 月 29 日 評価機関連絡会を開催 

12 月 24 日 運営委員会予定  次年度以降のあり方検討が大課題 

    ※第三者評価員の方で、継続研修等々…中北会員からの問いかけに返事をされていない方は早急に返事をお願いします。 

４．福祉用具部会	 	 	 	 古場	 会員	 

11 月 8 日（月曜日）    参加者 3 人       

会 場…ATC ITM 棟 11F ふくてっく事務局 午後 1 時 30 分～3 時 30 分         

テーマ…CAD ソフト操作法の学習   「エルゴノミック・シーティング」講演内容の説明 

＊12 月部会中止	 

５．木工部会	 	 	 西川	 会員	 

 11月 23日（火祭日）恒例の「池島ふれあいまつり」が実施されました。当日は屋外で風が強く寒かったですが例年どうり多くの参

加者があり大変賑やかでした。ふくてっくは「自由木工」で楽しんでいただきました。ふくてっくからは 5 名が参加しました。 

←例年はふくてっくから 10 名参加でやり繰りしてきたが、今回は試験的に半数の 5名で対応しました。 

その為の工夫として、いつもの自由出入の会場とはせず整理券を発行し、入場制限をしながら進めてきました。 

「そんなにかかるの？」と諦めた方もいましたが概ね成功したのではないかと思っています。 

 木工部会の１１月はもっぱらななとこ庵の「祠」作りにチカラを入れております。 

 12月は大きな対外行事はありませんが12月18日（土）ななとこ庵での「ミニ木工教室」を支援してまいります。内容は「自然木の

ペンダント、ストラップ」100 個ほど準備いたします。 

 12 月度の木工部会：12 月 11 日（土）25 日（土）の 2 日を工房にて予定しております。←10 時～15 時工房で作業しています。 

NPOふくてっく定例会 
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６．住環境研究部会	 	 	 	 畑	 会員	 

 11 月 20 日部会開催：エンディングノート、「入ってはいけない老人ホーム」その他資料、希望者に配布  

←一人 100 円以上の徴収で合計 7,500 円集まり、内 2,500 円をふくてっくに寄付。 

 次回、部会の内容と日時 発表←次回は来年 1月に 11 月の続きを行います。 

 住宅改修事例報告    東住吉区 ○○邸（11 月 28 日、初期診断） ※ 久々に住宅改修依頼がありました。	 

←しかし、対象者の容態急変で見送る事になりました。	 

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

 12 月発刊予定の会誌「ふくてっく」について←本日、ボランティア情報センターの方に各区配布分を届けました。	 

会員の方は HP に掲載（カラー）していますので見て下さい。	 

 2011 年 1 月 8 日（土）のふくてっく定例会開催について	 

←これまで案内してきた内容と状況が変わってきており、再度会員の方の意見を聞く事になる。	 

①ななとこ庵+2 次回（飲み会）②開催場所の再検討（飲食付）の 2選択から多数決を取る。	 

挙手の結果 14/25 と過半数超えで①に決定。	 

その後、担当会員の方々が協議し、1月 8 日の例会は 14:30～のスタートとなった事が報告される。	 

 ホームページの活用について←新年の挨拶（HP に新年の挨拶を昨年同様掲載します）	 

 その他←「さつきつつじ会」への寄付	 

＊
学
習
会
＊	 

	 	 「さつきつつじ会の歩み」	 

	 	 	 講師：	 森口芳樹	 	 	 	 	 	 	 	 さつきつつじ会代表	 	 	 	 特定非営利活動法人さつき代表	 

1996年からホームレス問題、釜ケ崎の問題に関わる。さつきつつじ会とＮＰＯジョイフルさつきをたちあげ、ホームレス脱出後の

生活づくりの支援を主な課題に活動。 

 

終始穏やかな表情で「さつきつつじ会」発足から現在に至るまでの苦労話をお聞きしました。 

 

お話が終わった後は、いつもの様に質問の時間になり、会員からは「最初に森口さんが関わる様になったきっかけは？」 

また「何でそんな事が出来るの？」と自分達には到底想像できない活動・関わり方に質問が及ぶと…。 

「若気の至りでしょうか、40 代前半のパワーのある時だから、闇金業者（組関係）に直談判に行った事もありましたが、今ではと

ても恐ろしくて出来ません。」と、とても穏やかな表情からは想像出来ない様な体験を聞く事も出来ました。 

 

＊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）	 

樋口会員→近況報告	 木工部の作品として「ダックスフンド」と「トンボとクモ」を新作として予定。	 

林田会員→ご両親の介護生活、不安等について、これからも相談したいのでよろしくお願いします。	 

苅田会員→キャスター使用の鞄紹介。	 

＊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）	 

	 

＊次回例会の司会・書記の予定

＊	 	 

平成 23 年 2 月 5 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。司会予定/樋口会員・松本会員・光川会員・山田会員	 書記：	 鎌田	 会員	 

＊次回以降の予定＊	 

・1月 8 日(土)	 14:30～17:00 頃	 	 	 会場：ななとこ庵	 

	 	 	 内容	 ■親睦会	 「会員みんなで、美味しいものを食し歓談しよう」	 	 

	 

・2月 5 日(土)	 13:30～17:00 頃	 	 	 会場：大阪市立社会福祉センター(予定)	 

	 	 	 内容	 ■学習会「間違いだらけのバリアフリー改修」	 	 	 ■活動報告・懇談会等	 

	 

・3月 5 日(土)	 13:30～17:00 頃	 	 	 会場：大阪市立社会福祉センター(予定)	 

	 	 	 内容	 ■学習会「高齢者住宅の種類と選び方」	 	 	 ■活動報告・懇談会等	 

	 


