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２０１4年度 活 動 報 告 ナルク徳島

2014/09/11 2014/11/13

「屋外定例会・BBQ」 「徳島城博物館見学」

鳴門ウチノ海総合公園 徳島市中央公園

2014/11/07 2014/12/11

「エアーパール講習」 「クリスマス会」

交流プラザ・Vルーム 交流プラザ・研修室

2015/01/08 2015/01/18

「七草かゆ」 「文楽観賞」

交流プラザ・実習室 大阪・国立劇場

2015/02/12 2015/02/26

「阿波踊り体操・特訓」 「コーディネーター研修会」

交流プラザ・団体会議室 交流プラザ・団体会議室

2015/03/10 2015/03/14

「海外研修旅行Ⅰ」 「海外研修旅行Ⅱ」

インドネシシア インドネシア・バリ島

201４/04/03 2014/04/10

「体操教室開講」 「車椅子講習」

交流プラザ・研修室 交流プラザ・スロープ

2014/04/10 2014/04/28

「花見＆ランチ」 「利用100万人」

前山公園・石井町 交流プラザ・玄関ホール

2014/05/25 2014/05/26

「仙台ウオーク」 「仙台記念総会」

宮城県・仙台市 仙台市・電力ホール

2014/05/27 2014/06/12

「被災地訪問」 「第8回定時総会」

宮城県・女川市 交流プラザ・研修室

2014/07/22 2014/08/03

「事務局長会議」 「プラザ・フェスタ」

岡山県・岡山市 県立交流プラザ全館

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/
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お 知 ら せ 

201５年４月度 行事予定                  ナルク徳島「阿波すだち」 

日 付 曜日 内 容 時 間 場 所 講 師 

4月 1日 （水） ＰＣ教室（初級） 13：00－15：00 ＯＡ研修室 飯山・他数名 

4月 2日 （木） 定例会 10：00－11：00 Ｖルーム 11:00～花見 

〃  〃 健康体操教室 13：30－15：00 研修室・2 大西海斗 

4月 7日 （火） 木彫り教室 13：00－15：00 Ｖルーム 小林須美子 

4月 8日 （水） 手話勉強会 13：30－15：00 Ｖルーム 内田陽子 

4月 9日 （木） 手芸教室（手編み）

室（初級） 

10：00－15：00 Ｖルーム 内田陽子 

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

〃  〃 健康体操教室 13：30－15：00 研修室・2 大西海斗 

4月 16日 （木） 書道教室 13：30－15：00 Ｖルーム 小林須美子 

4月 19日 

 

（日） 歩道清掃 

室（初級） 

08：00－09：00 山城町  

4月 22日 （水） 手話勉強会 13：30－15：00 団体会議室 内田陽子 

4月 23日 

 

（木） 運営委員会 10：00－12：00 Ｖルーム 

 

 

      2015年５月度 行事予定                   ナルク徳島「阿波すだち」 

日 付 曜日 内 容 時 間 場 所 講 師 

5月 6日 （水） ＰＣ教室（初級） 13：00－15：00 ＯＡ研修室 飯山・他数名 

5月 7日 （木） 健康体操教室 13：30－15：00 研修室・2 大西海斗 

〃  〃 書道教室 13：30－15：00 Ｖルーム 小林須美子 

5月 12日 （火） 木彫り教室 13：00－15：00 Ｖルーム 小林須美子 

5月 14日 （木） 定例会 10：00－12：00 プレイルーム 車椅子講習 

〃  〃 手話勉強会 13：30－15：00 団体会議室 内田陽子 

5月 17日 （日） 歩道清掃 

室（初級） 

08：00－09：00 山城町  

5月 20日 （水） ＰＣ教室（初級） 13：00－15：00 ＯＡ研修室 飯山・他数名 

5月 21日 （木） 活動説明会 10：00－12：00 団体会議室 浅野公博 

〃  〃 書道教室 13：30－15：00 Ｖルーム 小林須美子 

5月 28日 

 

 〃 運営委員会 10：00－12：00 Ｖルーム 

 

 

〃  〃 手話勉強会 13：30－15：00 団体会議室 内田陽子 

      
 

ビワ療法（１４） 

「いろいろな漢方薬にビワの葉が入っている」 

【現職和漢薬図鑑】保育社によるとビワの葉のことが記載されている最も古い書物は今から 1500 

年ほど前の【名医別録】という古い医学書とされています。 

この【名医別録】には、まず【枇杷】と名称はその葉の形が伝統楽器の【琵琶】に似ているから名 

づけられたと書かれてあり、「卒啘」（ソツワ＝しゃっくり）の止まらぬものに気を下す。 

煮汁を服す（発作的に起こるむかつきや吐き気、胸苦しさが止まらないとき、そのもやもやを鎮めるため、

ビワの葉の煮汁を飲むとよい）と記されています。 

そこで、私は大阪の杏雨書屋（きょううしょおく）を訪ね、『名医別録』東博蔵本の写本全 6巻のう 

ち蔵書されている５巻について目を通したのですが、「枇杷」に関する記述は残念ながら見つけること 

はできませんでした。 



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・2015年 4月号付録 2015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　　　　　　　　　　２０１4年度

　０２月の時間預託点数　　　　　　　　　前月総計  (33,021)＋ 今月総計 (454) ＝ 累計 (33,475)

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） 478 0 28 9 38 43 596 142 454

人数(人） 32 0 12 4 9 13 9

　０２月の奉仕活動点数　　　　　　　　　前月総計 (15,122) ＋ 今月総計 (230) ＝ 累計 (15,352)

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） 0 0 10 0 220 230 0 230

人数(人） 0 0 5 0 37 0

会　員　動　向　　　　　　　　　　２０１４年度

01月末現在 入　　会 退　　会 02月末現在 平均年齢 02月末在籍者明細

458 6 1 463 73,1歳

世帯数 312 3 1 314

女　性 291 62.90%

男　性 172 37.10%

会員数



　介護保険法改定に伴い、地域包括ケアに参画するに 　　◇ 春はメンタルの乱れに要注意

は現在の体制では、対応できないことは明白です。 　春は、気候はもちろんのこと、新しい職場や新しい

本年度の事業計画の一環として提供会員の増強を図る 仲間、引っ越しなど「変化」の多い季節です。

会報ナルク・2015年4月号付録 2015年4月号-４

情　報　コ　ー　ナ　ー

活動説明会開催 季節の健康情報

ために、５月から毎月１回「ナルク徳島・活動説明会」 気温差に伴う体温調節や、新しい環境での心の疲労など

を開催することになりました。要綱は次の通りです。 いきなりの変化に順応する事ができず、心と体にストレ

記

0 開催日時　　５月２１日（木）　10:00～12:00

　過剰なストレスは心身の健康に悪影響を及ぼしかねま

せん。気づかぬうちに、ストレスがたまっていることも

　　　　　　　６月１８日（木）　13:00～15;00

                     ７月１６日（木）　10:00～12:00

0 会　　場　　交流プラザ ３階　団体会議室

0 予定人員　　２５名まで

スを与えてしまい、メンタル面をさ支える自律神経も乱

れ勝ちになってしまいます。

0 広　　報　　徳島新聞・情報欄 及びプラザ掲示板

（すでに会員になられている方の参加も歓迎します）

※ 当日の会場設営、受け付け等ご協力お願いします。

ありますので注意が必要です、これは現役世代だけでは

なく、高齢者にも該当する事ですから、要注意です。

北島チューリップ公園
い様に心がけ、栄養バランスの良い食事をとる。

心のバランスを整えるには次の事に空位しましょう。

▼ 「起きる時間」「寝る時間」「食事の時間」を、毎日

なるべく同じ時間になるよう生活のリズムを整える。

▼  ビタミンやミネラルが豊富な野菜や果物が不足しな

▼ 休日はのんびりと過ごし、自分なりのリラックス法

　北島町では戦後間もないころからチューリップ栽培

が始められ、現在では年間約60万本のチューリップ

で休養を取る。

▼ 気候が不安定な春には、「薄物の重ね着」を心がけ、

脱ぎ着して体温調節をこまめにする。【保険センター】

れましたか？　新町川と助任川に囲まれたひょうたん島

エリア約6キロを周遊船で約30分かけて一周します。

ウス調の休憩室があり、見晴台から園内を一望できる。

９ｍの水車も大人気、徳島88景に選定されています。

　春たけなわ、行楽のシーズンです。

今の季節にピッタリの「ひょうたん島周遊船」を体験さ

は、約50品種・4万5000本のチューリップが植えら

22本の橋をくぐりながら、いつもと違った角度から見

盛んに行われています。 る公園や松並木、春ならではの街風景はいかがですか？

を出荷（全国第3位）するほど、チューリップ栽培が

　平成7年に「北島チューリップ公園」がオープン。

日中は入園自由開放、1800平方メートルの公園内に

2015年度定時総会：6月11日（木）

ひょうたん島クルーズ

れみごとに咲き誇っています。また敷地内にはログハ
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