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2011／	 

7 月 2 日の記録	 
司会	 有馬会員	 書記	 西川会員	 

場所	 大阪市立社会福祉ｾﾝﾀｰ 3 階	 

＊事務局報告＊（例会参加者：会員 25 名、初参加者 1 名）	 	 和泉	 会員	 

 6/30 で H22 年度の会計を締めました。未提出の領収証はありませんか。会費の徴収は 8月例会にて実施。	 

 10・11・12 月シリーズ学習会/共通テーマ「みんなで考えて創る福祉の課題と私たちの途」及び番外編勉強会	 

 東日本大震災/宮城県へ福祉用具「杖と靴（リハビリシューズ）」を送る活動の報告、（医）郁慈会より多大の支援あり。	 

 回覧します。	  
神戸市すまいるネット「連携セミナー募集」	 ・日本スローワーク協会「会報」	 ・ＣＯＭＶＯ	 

元気ネット大阪「チャリティイベント案内」	 ・市民交流センターすみよし南「交流サロン案内」	 

フェリスモンテ「おたっしゃ通信」 

外部連携報告    中北 会員 

 有ボ連：6/15 連絡会	 参加 10 団体＋事務局	 

今年度事業として、被災地支援を機軸に「有償ボランティアを考える」イベントを企画する。	 

ただし、あくまでも参画団体にとっての参加意義を目的とし、参加者規模などのいわゆる盛会を目指すものとはしない。	 

各団体では担当者の交替もあり、懇親会をもつ。次回は 7/20（会場：フェリスモンテ）	 

杉浦氏提供予定の DVD「トイレの話」を鑑賞して考える会とする。７/14	 18:00	 エフエーサロンで「あべの再発見」	 

 福祉サービス第三者評価：6/15 本年度第 2回の連絡会開催（大阪府公館）	 第三者評価の振興に向けて課題を精査	 

	 	 ３機関が登録更新せず 18 機関となる。7/8	 新体制発の推進委員会幹事会開催予定	 

 青葉園：6/9	 砂川恵理歌コンサート皆感動しました。	 ・こもれびホール保存登記手続きが停滞	 

 ななとこ庵の近況：	 前回運営会議(6/2)以降動きなし	 

 その他：6/27	 阿倍野地区福祉講演会	 第１回実行委員会	 ・9/18（日）予定の講演会企画について協議	 

	 	 	 6/29	 市民協働フォーラム	 ～つながりの輪を拡げよう～	 クレオ大阪西 13:30～15:30	 

	 	 	 	 	 	 上野谷加代子	 平松邦夫	 山田裕子	 原博美（NPO にしよどにこネット）山王丸由紀子	 木下真弓	 	 

番外１（8月 20 日）子育て環境の現状と課題	 保育園幼稚園の一元化・保育所保育指針の改定に見る、これからの子育て 

１．研修部会	 	 	 鎌田	 会員	 

 パソコン教室のお知らせ	 7/9(土)	 10：00～	 ボランティア情報センター1階受付前の交流スペースにて行います。	 

今後のパソコン教室の進め方を考えています。一歩踏み込むか、このままのレベルで進めるか。	 

２．東大阪部会	 	 	 清水	 会員	 後藤	 会員	 

 6 月検証活動報告	 活動日数：6日	 （6/2.9.16.23.30）	 6/15 活動報告書介助 50 頁介護 30 頁資料提出済。	 

 その他の活動報告	 
6/18	 10:00～12:30	 部会/104 号室	 12 名参加	 

6/2.16	 改造助成事前相談会	 1 件	 

6/16	 Ｈ22 年度改造助成・介護住改報告書納品	 

 ワンポイントアドバイス	 

「階段昇降機について」後藤会員の取り付け実例報告あり。	 

階段昇降機設置に関しては法規制や階段勾配制限などに加え、価格も高く実例はあまり多くない。	 

４・福祉用具部会	 	 	 古場	 会員	 

 6 月 20 日（月曜日）	 参加者	 3 人	 	 会	 場…ATC	 ITM 棟	 ふくてっく事務局内	 

内	 容…1、TBS テレビドラマ	 「夢の扉＋」で放映された「脅威のハイテク車いす」を鑑賞し、内容を検討した。	 	 

2、「車いす SIG 講習会 in 神戸」	 内容の紹介と参加の有無を確認した。日時…8月 22 日神戸ポートアイラ

ンド内	 車いすシーティングと走行性能の理論と実際等	 

3、「ＷｈｅｅｌＭａｐ」の情報を交換した。実例を調べ HP で発表。	 

 7 月 11 日（月曜日）会	 場…ATC	 ITM 棟	 ふくてっく事務局内	 	 

内	 容…	 1、車いす使用できる「車いす適合マーク」を貼っている建物が少ない。ハートビル法、大阪市まちづくり

条例、バリヤーフリー新法を調べ、内容を報告する。	 

	 2、地震の被災地で不足している福祉用具がないか各人の人脈にて調べる。	 

	 3、福祉用具部会の中期活動計画を検討する。各自の活動テーマがあれば、調べ発表する。	 

４．木工部会	 	 	 西川	 会員	 

 6 月 11 日（土）木工部の倉庫整理が終り移転完了いたしました。倉庫の正面入り口カードキー及び 310、311 号続き倉

庫の差し込みキーは西川が預かり保管しております。	 

 倉庫の中には天井までの金属棚を２セット、各機具類のサイズに合わせた天井までの木製棚を２セット設置し各機械や

工具、パーツの整理をしております。	 

 今後の木工部については今回メンバー樋口さんが HP でご案内しましたように地区に入り込み木工展開を当面してまい

り今後の展開可否などを検討してまいります。	 

もちろん他のメンバーも従来より地区展開していたものを継続し今後につなげていきたいと考えております。葛西、長

岩、樋口、西川、光川もそれぞれ地区で頑張っている。	 

NPOふくてっく定例会 
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５．住環境研究部会	 	 	 	 畑	 会員	 

 6 月部会報告	 

 事例報告	 天王寺区	 H 邸	 	 担当	 畑	 

聴覚障害者の方の改修事例。	 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ方法については不安もあったが、手話が出来る方と同伴で不便な事や希望を聞く。	 

 7 月部会予定	 	 16 日 14：00～住居改善のセミナーに参加することを部会とする。会場：追手門学院	 

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

 ふくてっくの今後について：6/11 及び 6/25 理事を含む 12～13 人が集まり話し合った。活発な意見が続出し最終方針を 7 月の

理事会で議論する。	 

新しいメンバーは「各部会への参加」がふくてっく入会のベース、旧来からのメンバーは「福祉貢献に携わる」の考え。	 

それぞれ人の考え方の「幅（思い）」が大変大きいと感じられた。 

 

7 月 23 日理事会を実施し、新役員の確認とその他課題の確認を行う。	 

秋岡氏より 23 年度収支計画書作成の新スタイルを確認し 7月に各部会も作成する。	 

8 月定例会にて「総会」を実施し新役員を決定する。	 

＊
学
習
会
＊	 

「ふくてっくロジックモデル」	 

ＮＰＯ法人エフ・エー	 ・はなまる介護サービスサービス提供責任者	 木村	 充枝氏	 	 	 	 	 

「活動の成果と組織を考える」～日ごろの活動の意義をみんなで一緒に考える～	 

と題してＮＰＯのための実践！ロッジクモデル作成ガイドに沿って理解します。参加者のみなさんに実際にロジック

モデルを作りながら活動の意義を考えるきっかになればと思います。	 

	 

ロジックモデルとは、誰に聞いても、誰にしゃべっても判りやすく伝えられる、伝わる事。	 

＊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）	 

佐久川氏・・7月 11 日東住吉区今川の「赤おに」にて砂川さんの参加される夕涼み会報告あり。	 

＊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）	 

佐久川氏の友人・・・生地（いくち）さん初参加。右麻痺の障がいがある。	 

＊次回例会の司会・書記の予定

＊	 	 

平成 23 年 8 月 6 日	 

司会：	 池端	 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：池渕会員・磯田会員・稲住会員	 書記：	 山本	 会員	 

＊次回以降の予定＊	 

・8月 6 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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ■活動報告・懇談会等	 

・9月 3 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：平等院鳳凰堂のＣＧによる復元～極楽浄土の美再現～	 	 	 	 	 

・10 月 1 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：福祉サービス事業の最新動向	 	 	 	 	 

・11 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：障害者虐待の概要を知ろう/虐待の種類、虐待はどのようにしておこるのか？	 	 	 	 

・12 月 3 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：障害者福祉現場における虐待の実態/現場事情に迫る、虐待は防ぎきれるのか？	 

	 


