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永年のご
永年のご支援
のご支援に
支援に感謝！！
感謝！！
1986 年、友友は
友友は北千里で
北千里で「共に生きる地域
きる地域づくり
地域づくり」
づくり」をテーマに
テーマに一軒の
一軒の空家を
空家を借り
てスタートしました
スタートしました。
しました。この間地域
この間地域の
間地域の皆様、
皆様、各種団体、
各種団体、企業他、
企業他、形に表れない支援
れない支援や
支援や
多くの皆様方
くの皆様方に
皆様方に勇気づけられて
勇気づけられて今
づけられて今の友友があります
友友があります。
があります。
ありがとうございました。
＊大阪府福祉基金（昭和 61 年、平成 7 年度の 2 回合計）

600,000 円

＊大阪ガス・厨房機材

900,000 円

＊毎日新聞シルバー愛の手運動・配食サービス用車両
＊日本財団

1,000,000 円

食器洗浄器

600,000 円

＊みずほ教育福祉財団電機自動車

1,000,000 円

＊日本財団福祉車両（セレナ）

2,680,000 円

＊バザー模擬店収益（H3~H11）

1,601,858 円

＊原田キミ子様の特別寄付金を含む延 500 人を超える
ご利用者、ボランティアの方々らの寄付金（H3~H15）

25,637,322 円
平成 16 年度 3 月末現在

おかげさまで地域通貨
おかげさまで地域通貨「
地域通貨「いっぽ」
いっぽ」誕生！
誕生！
― 今、ここに来
ここに来て ―
毎年税金を支払えるまでの団体に成長した今、活動の原点「共に生きる地域づくり」を皆様と
ご一緒に取り組みたいとの思いが地域通貨「いっぽ」の誕生につながりました。
「いっぽ」は住
民の力で支えあう基盤づくりの道具の一つとしてご利用ください。

― 支援を
支援を求めておられる方
めておられる方と担い手のつながり ー
つながりの中から生まれる安心と信頼と感謝の心を「いっぽ」であらわす仕組みです。

― 具体的には
具体的には？
には？ ー
入会者には 3000 円の会費と引き換えに同額分の「いっぽ」をお渡しします。ボランティアへ
の御礼、或いは商店街への買い物にも使えます。例えば草引きをしてもらう。買い物をしても
らう。などのボランティアには 1 時間 600 円（６００いっぽ）の支払を目安にしています。支
援を求める人とボランティアをつなげる橋渡しは友友がいたします。

―全国初！
全国初！NPO 地域通貨特区が
地域通貨特区が誕生まぢか
誕生まぢか！？
まぢか！？―
ＮＰＯが現金と同様に地域通貨を発行する時現在の法律では使用期限 6 ヶ月以上の場合は最
低資本金として 1000 万円が必要とされています。これらの規制を緩和するよう大阪府、吹
田市、寝屋川市と友・友地域通過寝屋川が共同で特区申請中です。これが認められれば全国

初になります。

＊調理ボランティア
調理ボランティア＊
ボランティア＊配達ボランティア
配達ボランティア募集
ボランティア募集
朝９：００～午後２：００まで 月曜から日曜日

月一回からでもＯＫです。

謝礼 交通費程度と昼食付き （謝礼は地域通貨「いっぽ」でのお支払も出来ます。
食事作りに困った時に使えます。
）

平成 1６年度友―
年度友―友弁当アンケート
友弁当アンケート調査結果
アンケート調査結果の
調査結果の抜粋
お弁当ご利用者性別（H16・11 月現在）
〃

年齢

男性 ３０％
３０％

女性 ７０％
７０％

60 歳以上 ５％ 70～79 歳以上 ３５％
３５％ 80～89 歳以上 ４８％
４８％
90～95 歳以上 ７％ 95 歳以上 ５％

家族構成

独居

６８％
６８％

老世帯 ３２％
３２％

アンケート結果
アンケート結果の
結果のピックアップ
＊ 日常生活で近所に頼みごとができる人がいますか？
イ

いる ６１％
６１％

ロ いない

３１％
３１％

ハ

その他

８％

いないと答えた７０％が男性でその内独居の方が８０％でした。 とりあえず何
とりあえず何かお困
かお困り
の事があれば友
があれば友―友（６８７７－
６８７７－１６６４）
１６６４）へお電話
へお電話ください
電話ください。
ください。
＊ 食事サービスを利用して良かった事(複数回答)
＊多種類の食品が取れる

8１名

＊材料が無駄にならない

42 名

＊安心して暮らしていける
＊体調がよくなった

60 名 ＊配食してくれる人と話ができる

34 名

30 名

（一方で、時間に縛られ不便を感じる人が 42 名おられました。）
＊ 友―友の食事内容について
＊満足してる
＊満足してない

73 名 ＊とても満足してる 3 名
2 名 ＊満足してない物もある

＊まあ満足してる

2名

1名

おおむね満足して頂けてる様ですが、今回のアンケート結果をふまえて改良したのは
ごはんを今までより、いくぶん柔らかく致しました。又、アレルギーの方で青い背の魚
が食べられない方に白身魚(冷凍)で対応させていただきます。

アンケートご
アンケートご協力ありがとうございました
協力ありがとうございました。
ありがとうございました。

“良き市民、
市民、良き地域住民”
地域住民”のひとりとして・・・
のひとりとして・・・
配食のドライバーのボランティアを始めて 6 ヶ月が経ちました。
たまの土日にしか出来ませんので、慣れるまでに少々苦労しましたが、この頃ようやく迷わず
に配食先のお宅の前に車を着けられるようになりました。
昨年の 1 月、転勤で大阪にやってきました。東京に家族を残しての単身赴任です。大阪は初め
てですが、私自信二度目の単身赴任で特に不自由を感じることなく大阪ライフをエンジョイし
ていたところ、ある日本社から、会社を挙げて地域貢献活動を推進するとの方針からボランテ
ィア募集の依頼がきました。在阪の従業員や部下の中から希望者を募る手前、
“まずは自分から
体験すべし”と一念発起、
「友―友」の門を叩きました。
というわけで、きっかけは立場上の“率先垂範”といえばかっこいいのですが、実は東京の留
守宅にはまだまだ元気とは言え今年 78 歳になる母が妻と二人の息子と共に生活しています。
以前から自分の母親の世話は妻に任せっぱなしというわけで、単身赴任をいいことに“勝手気
ままに”という事に少々後ろめたさを感じ始めていました。ボランティアを始めたことで妻か
らは「それは良いことだけど、我が家のボランティアもよろしくね！」と鋭いつっこみを受け
る昨今です。
私のサラリーマン人生も余すところ 10 年。これまで多くの人に助けられ、ここまで大過なく
過してこられました。これから遅まきながら“良き市民・良き地域住民”の一人として、少し
でもお返し出来る様努力したいと思います。

明治安田生命

明治安田生命様より、厨房機材(シャワーホース付きシングルレバー混号栓二
セット(90,000 円)分のご寄付を頂きました。ありがとうございました

吉田

白いリボン運動
ボン運動の
運動の募金活動について
募金活動について
阪神淡路大震災から 10 年を契機に地域で活動する NPO 団体などを支援するための「白いリボ
ン運動」の募金活動に友―友は参加しました。この運動は普段から「支えあい助け合う社会作
り」を理念に毎年震災のあった 1 月に行います。一人ひとりの募金行為を大切にし今回は新潟・
中越地震や台風の被災地に出向いて支援活動をして下さった団体を中心に配分されます。この
白いリボン運動は募金配分を全て公開し、募金者へのお礼の気持ちを表します。第一回目皆様
から 332,467 円の募金がありました。大阪 OGN 事務局を通し白いリボン運動本部に送りまし
た。ご協力ありがとうございました。配分結果は新聞等で 4 月頃発表される予定です。

お 便 り
友―友さんの一歩通貨のチラシ（友―友通信）を見て色々お手伝い下さるのを知り、半信
半疑で項目に丸をつけ、入会させて頂きました。
私も介護をして頂いているので、早速お庭の草抜きをお願い致しましたところ、お二人の
ボランティアの方が来られ、心のこもった草抜きをして下さいました。通貨 3000 歩で足り
なくなっても一生懸命！！
植物の好きな方で、色々植物のことを教えて下さいました。美しくなったお庭でお正月を
迎える事が出来ました。ありがとうございました。
次もまたお手伝い下さるようにとお約束させて頂きました。一歩通貨の名前も「なるほど」
と思います。
何か良くわからないままの私でしたが、友―友さんの橋渡しで本当にありがたく思います。
一歩通貨に感謝！！
古玉様より
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代表理事：
代表理事：小林房子
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565-0826
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１２番１号 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ
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ホームページが
ホームページが新しく生
しく生まれ変
まれ変わりました
ホームページアドレス http://
http://www.
www.senri
senriyouyou.
www.
senri
-youyou
.jp

