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２０１３年度 活 動 報 告 ナルク徳島

2013/10/09 2013/10/29

「海外研修旅行」 「霊場巡り・結願」

カナダ大陸横断 香川県・大窪寺

2013/11/03 2013/11/14

「ハンドマッサージ」 「寺町歴史散策」

沖浜高齢者施設 美馬町・寺町

2013/11/20 2013/12/12

「満願お礼参詣」 「クリスマス会」

高野山・金剛峯寺 交流プラザ研修室

2013/12/15 2014/01/09

「歩道清掃」 「七草かゆ」

徳島市・山城町 交流プラザ調理室

2014/01/30 2014/02/13

「慰問押し花制作」 「大豆の食育講座」

交流プラザＶルーム 交流プラザＰルーム

2013/04/03 2013/04/11

「花見＆ランチ」 「車椅子講習」

阿南・岩脇公園 交流プラザスロープ

2013/05/24 2013/06/08

「ナルク本部総会」 「ナルク徳島総会」

大阪・産業創造館 交流プラザ研修室

2013/07/19 2013/08/13

「懇親・食事会」 「ねたきりになら連」

北田宮ムッシュ藤田 市役所・演舞場

2014/08/19 2013/09/14

「中四国拠点交流会」 「屋外定例会」

岡山県・倉敷市 大神子広域公園

2013/09/22 2013/10/07

「遠距離介護」 「京都バスツアー」

福島・会津若松市 新島旧邸・清明神社

特定非営利活動法人

ニッポン・アクティブライフ・クラブ

ＮＡＬＣ
大阪市中央区常磐町2-1-8

電話 06-6941-5448（代表）

http://nalc.jp

特定非営利活動法人

ニッポン・アクティブライフ・クラブ

ナルク徳島
徳島市南矢三町2丁目1-59

電話.FAX 088-615-1066

http://nalctokushima.com/



会報ナルク・平成26年4月号付録 平成26年4月号-2

お知らせ
平成26年4月度 行事予定 ナルク徳島「阿波すだち」

平成26年5月度 行事予定 ナルク徳島「阿波すだち」

ビワ療法 （２）医者も見放した難病が治った

「全身に転移した末期ガンが消えた」
入院して１か月ほどすると、前立腺の周囲の骨盤や腰椎だけでなく、肺や肩の骨にガンが転移したため、からだ中

が痛むようになって苦痛がつよくなりました。そのため、自分ではからだを動かすこともできなくなり、病院の先生

から「あと２か月ももたないかもしれない」と言われました。そうなると、あれだけ頑固者で強気だった父も気弱に

なり、今の自分の状態にいやおうなく感づいて、まだ元気だったときに私が勧めてもバカにしたスギナの煎じ汁やビ

ワの種などの自然療法を、素直に受け入れるようになりました。こうした自然療法は、本人自身がやる気と自然に感

謝する気持ちがないと、周囲がどんな努力をしても思うように成果が上がらないと思いますが、この時の父の苦痛が

強かったこともあり、必死の気持ちで一心に続けてくれたのだと思います。そのためか、短期間で驚くほどの効果が

現れてきました。１週間ほどすると、まず宿便のようなものが出て、それから日増しに顔色が良くなり、２週間後に

は排尿のためのパイプ（尿道管）が要らなくなって、自分で排尿できるようになったのです。

結局、１か月ほど入院していましたが、体調が好転したので、退院させてもらい、通院して治療を続けることにし

ました。先生は、父が始めた自然治療につては半信半疑のようで、「今は状態が持ち直しているようですが、１年も

てばいいのですが…」とのことでした。自宅に戻ってからは、ビワの種とスギナの煎じ汁を飲むのに加えてビワの葉

温灸療法を毎日朝夕２回ずつ１時間くらいからだ中に行くようにしたところ、体調がさらによくなって目にみえて元

気になっていきました。父は、「ビワの葉温灸をすると痛みがスッと和らいで、からだがとても楽になって気持がい

い」と大変喜び、温灸の時間を心待ちにするようになりました。退院してから２か月以上たち、年の瀬が近づいてく

ると、父は床を離れて散歩に出られるまでに回復してきました。翌年の３月ごろには、海に漁に出られるようになり

ました。そして、最初にガンと言われてから１年も経った頃には、驚いたことにレントゲンを撮ってもガンの影が写

らなくなったのです。 これは、佐賀県呼子町の公務員・村上久人さんからのお手紙でした。

日付 曜日 内 容 時 間 場 所 講 師

４月１日 （火） 木彫り教室 13：00～15：00 アートワークＲ 小林須美子

４月２日 （水） ＰＣ教室（初級） 13：00～15：00 ＯＡ研修室 飯山・他数名

４月３日 （木） 書道教室 13：30～15：00 Ｖルーム 小林須美子

４月３日 （木） 健康体操教室 13：30～15：00 研修室・２ 大西海斗

４月９日 （水） 手芸教室（手編） 10：00～16：00 団体会議室 内田陽子

４月１０日 （木） 定例会 10：00～11：00 プレイルーム

４月１０日 （木） ランチ＆花見 11：00 出発 前山総合公園

４月１４日 （月） 霊場めぐり 07：00 出発 高知県 南郷ご夫妻

４月１６日 （水） ＰＣ教室（初級） 13：00～15：00 ＯＡ研修室 飯山・他数名

４月１７日 （木） 書道教室 13：30～15：00 Ｖルーム 小林須美子

４月１７日 （木） 健康体操教室 13：30～15：00 研修室・２ 大西海斗

４月２０日 （日） 歩道清掃 08：00～09：00 山城町

４月２４日 （木） 運営委員会 10：00～12：00 Ｖルーム

日付 曜日 内 容 時 間 場 所 講 師

５月１日 （木） 書道教室 13：30～15：00 Ｖルーム 小林須美子

５月１日 （木） 健康体操教室 13：30～15：00 研修室・２ 大西海斗

５月７日 （水） ＰＣ教室（初級） 13：00～15：00 ＯＡ研修室 飯山・他数名

５月８日 （水） 定例会 10：00～12：00 プレイルーム

５月１３日 （火） 木彫り教室 13：00～15：00 プレイルーム 小林須美子

５月１４日 （水） 手芸教室（手編） 10：00～16：00 Ｖルーム 内田陽子

５月１４日 （水） 健康体操教室 13：30～15：00 研修室・２ 大西海斗

５月１５日 （木） 書道教室 13：30～15：00 Ｖルーム 小林須美子

５月１８日 （日） 歩道清掃 08：00～09：00 山城町

５月２１日 （水) ＰＣ教室（初級） 13：00～15：00 ＯＡ研修室 飯山・他数名

５月２２日 （木） 運営委員会 10：00～12：00 Ｖルーム



① 住宅の小修理（網戸の張替え等） ⑨ ＰＣ・華道等の個人指導

② 庭の手入れ（草取り・水やり） ⑩ 外出介助（通院・買物）

③ 墓掃除・墓参り ⑪ 車椅子介助・身辺介助

④ 不用品の整理（軽トラックOK） ⑫ 理容（散髪・白髪染め）

⑤ 住宅の掃除（部屋・風呂・トイレ） ⑬ 自動車送迎（通院・買物）

⑥ 洗濯・洋服のサイズ直し・リホーム ⑭ 介護者介助・マッサージ

⑦ 留守番・見守り・話し相手 ⑮ 育児支援・児童の送迎

⑧ お困りごと相談（専門的な件も含む） ⑯ その他

 会報ナルク・平成26年 4月号付録 平成26年 4月号-３

ナルク徳島 は次のような取り組みをしています
（阿波すだち）

このようなボランティアをご利用されたい方は

どんなことでも、お気軽にご相談ください

　お問い合わせは　０８８－６１５－１０６６　（ナルク徳島）へ

活　動　報　告　　　　　　　　　　２０１３年度

　０２月の時間預託点数　　　　　　　　　前月総計  (27,992)＋ 今月総計 (451) ＝ 累計 (28,443)

提供活動 生活アド 講　　師 コーディネート ナルク活動 事務所当番 合　　計 利　　用 総　　計

時間数（点） 448 0 22 11 26 33 540 89 451

人数(人） 41 0 9 6 7 9 10

　０２月の奉仕活動点数　　　　　　　　　前月総計 (13,055) ＋ 今月総計 (177) ＝ 累計 (13,232)

福　　祉 子　育　て 環　　境 そ　の　他 ナルク活動 合　　計 利　　用 総　　計

時間数（点） 4 0 8 0 165 177 0 177

人数(人） 2 0 4 0 32 0

会　員　動　向　　　　　　　　　　２０１３年度

01月末現在 入　　会 退　　会 01月末現在 平均年齢 01月末在籍者明細

453 3 7 449 72.2歳

世帯数 313 2 6 309

女　性 286 63.70%

男　性 163 36.30%

会員数



　昨年度の決算書ができました。         　　（円）

o 収入の部　         拠点交付金　　   　424,500

　　　　　　　　　受取寄付金　　　1,343,640

　　　　　　         その他　　　　　       8,349

　　　合   計　①　　                   1,776,489

o 支出の部　　　　旅費交通費            204,200　         

　　　　　　　　　通信運搬費            373,714　　　　

　　　　　　　　 消耗品費               326,271

　　　　　　　　　会議費                    94,740

　　　　　　　　　Ｖ・保険料　　　     55,600

　　　　　　　　　賃借料                  132,066

　　　　　　　　　雑費                     274,870

　　　　　　　　　その他                    46,891           

　　　合   計   ②                         1,508,352

　　　詳しくは定時総会資料をご参照ください。

会報ナルク・平成26年4月号付録 平成26年4月号-４

情　報　コ　ー　ナ　ー

2013年度 決算速報 健康インフォメーション

429,000

1,331,696

旅費交通費

通信運搬費

消耗品費

いものの、脱着の際に指がフィルターに触れてしまっ

　ここ数年、冬場はインフルエンザの感染予防、春先

は花粉症対策などと季節に関係なく、マスクは手放せ

なくなってきていますが、そのマスクを７０%の人が

拠点交付金

受取寄付金

1,670

1,762,366

204,200

373,714

326,271

　　（円）

効果なのです。いくら高性能マスクを使用しても、基

　市販されているマスクには、ウィルス９９％カット

本的な使い方が間違っていては、マスクの効果は全く

無いということになりかねません。

な希望、また「生前に自分の意思をしっかり書き残 ・取り替えの頻度は１日１回。

　　　◎ 正しいマスクの使い方

エンディングノート説明会
・自分に合ったサイズのマスクを選ぶ。

・鼻のワイヤーを折り曲げ、隙間なくフィットさせる。

　「人生の最後を自分らしく迎えたい」という真摯 ・裏表があるので正しく着用する。

し、家族の負担も軽くしたい」という思いやり ・マスクの表面・フィルターには触らない。

気持ちから生まれた「エンディングノート」 ・マスクを外した場合には、手洗いをする。

・マスク用の防菌スプレーなどをかける。

　自分に合ったマスクを正しく使用して、ウィルスや

花粉症を上手にシャットアウトしてください。

高まっています。

５月８日（木）定例会の

後、「エンディングノー

ト」とは、またその書き

方のコツ等説明します。

是非参考にしてください。

背筋スッキリ健康体操

　４月３日（木）13:30時、多数の参加をうけ好評

2014年度定時総会 ： 6月12日（木）のなか、開講しました。詳しくは次号会報に掲載。

の部分で対策が徹底されていないことが多いようです。

正しく使用できていないことが、調査の結果判明しま

した。マスクをする人は感染予防に対する意識はたか

その他

132,066

274,870

等と記載されているものもありますが、これは、あく

までもマスクを正しく使っている場合に、期待される

たり、２日以上同じマスクを使用したり、マスクを外

した後に手洗いをしてなかったりと、基本的な使い方

46,891

1,508,352

254,014

合 計①

その他

合 計②

◎ 2013年度経常増(①－②)    254,014

「生前準備」への関心が

　今や高齢者のみならず

会議費

Ｖ・保険料

94,740

55,600

賃借料

雑費


