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2月14日(木)　交流の日  1月10日（木）10:00     交流の日 

　　　　2月の交流の日は 
「料理教室」を予定していす。 
　料理はできますか？　と問われ

たら、多くの人は、できますと答 
えるでしょう、でも「上手にでき 
ますか？」と聞かれたら、自信を 
もって「ハイ」と言える人は少い 
でしょうね。 

　 
料理にも「コツ」があります。 

男性は将来のため、女性は更なる

スキルアップを。皆で作って、皆

でいただきませんか。      　   　 

　➤ 七草かゆ 
　七草をすべて合わせると約12種類  
の薬膳効果があり、含まれるビタミン 
・ミネラルは約７種類です。 
食べ過ぎやすいお正月、寒さ厳しいこ

の季節にはうってつけの食材という訳

です。 
一年の無病息災を祈って、一緒に 
いただきませんか。 

   ➤ コミュニケーション麻雀　　　 
　2人1組ないし3人1組、合計8～12人 
が、たわしサイズの大きな牌をつかい 
1.8ｍ四方の雀卓で各グループでお互い 
相談しながらゲームを進めます。 
「頭」を働かせ「体」を動かし、笑顔 
が生れる「コミュニケーション麻雀」 
皆さんも一度経験してみませんか？　 

 

　　　　　　　　　カ ラ オ ケ い ろ い ろ                           投稿　　　【Ｋ・Ｗ】 

　私は86歳になる今日まで、人前で歌うことなどなかった。 

老人ホームに入って初めて大勢の人の前で歌うことになった、初めての体験、さあ困った、 

上手な人も、音程のかなりずれた人も、皆さん自信たっぷりに歌っておいでだ、 

じゃ～私もいっちょうやるかと、恥も外聞もかなぐり捨てて、歌いはじめた。 

　今のところ「アホの２つ覚え」で『青い山脈』と『長崎の鐘』 

の２曲だけ歌えるようになった、どうにか人並みに歌えだすと、 

皆様の歌いぶりをじっくり観察することができる。 

「歌も人なり」お人柄が伺える。 

　ある日、やっと歌って席に帰った時に、知らない人から「あなた 

お上手ね」と声をかけられた、えっ？ えっ？　私のこと？  

すっかり舞い上がってしまった。 

　40曲の歌詞カードを頂いたので、今年中に何曲マスターできるか、

頑張ってみよう！！ 
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2018年12月度 2019年1月度　ナルク徳島行事予定のお知らせ 

   12月      

日 曜 内　容 開始 終了 場　所 講　師 

5 水 PC教室（初級） 13:00 15:00 OA研修室 岩本他数名 

  健康体操教室 13:30 15:00 研修室２ 大西海斗 

6  木 絵手紙教室 13:00 15;00 V・ルーム 山花道子 

11 火 イエローレシートキャンペーン 10:00 16:00 イオンスタイル  

13 木 手話勉強会  13:30 15:00 団体会議室 内田陽子 

14 金 クリスマス会　バザー  10:30 14:00 研修室１・２ ニコット 

16 日 クリーンウォーク 08:00 09:00 山城町  

19 水 PC教室（初級） 13:00 15:00 OA研修室 岩本他数名 

  健康体操教室 15:00 16:30 研修室２ 大西海斗 

20 木 活動内容説明会 10:30 12:00 V・ルーム 浅野公博 

  絵手紙教室 13:00 15;00 V・ルーム 山花道子 

    1月      

日 曜 内　容 開始 終了 場　所 講　師 

10 木 交流の日 10:00 12:00 団体会議室 七草粥 

  コミュニケーション麻雀 13:00 15:00 V・ルーム  

  手話勉強会 13:30 15:00 団体会議室 内田陽子 

11 金 イエローレシートキャンペーン 10:00 16:00 イオンスタイル  

16 水 PC教室（初級） 13:00 15:00 OA研修室 岩本他数名 

  健康体操教室 13:30 15:00 研修室２ 大西海斗 

17 木 活動内容説明会 10:30 12:00 V・ルーム 浅野公博 

  絵手紙教室 13:00 15;00 V・ルーム 山花道子 

20 日 クリーンウォーク  08:00 09:00 山城町  

24 木 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 

 
 ナルク徳島（阿波すだち）はいろんなボランティアの取り組みをしています。 

① 墓掃除・墓参り ⑤ 外出介助（通院・買物） 
② 住宅の掃除と洗濯 ⑥ 理容（散髪・オシャレ染め） 
③ 洋服のサイズ直し・リホーム ⑦ 食事作り 
④ 留守番・見守り・話し相手 ⑧ その他 

まずは、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 
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                                   ２０１8年度　活動報告 

  １０月の時間預託点数　  前月総計 (57,040) ＋ 今月総計 (668) ＝ 累計 (57,708) 
 提供活動 生活アド

バイザー 
講　　師 コーディ 

ネート 
サポート 
活動 

事務所当番 合　　計 利　　用 総　　計 

時間数（点） 567 0 24 14 85 76 766 98 668 

人数(人） 32 0 9 4 8 17 43 14 - 

  １０月の奉仕活動点数　  前月総計 (26,582) ＋ 今月総計 (399) ＝ 累計 (26,981) 
 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 12 0 387 399 0 399 

人数(人） 0 0 6 0 37 37 0 - 

  　　　　　　　　　　　　２０１８年度　会員動向 
 ０9月末現在 入会 退会 10月末現在 平均年齢 10月末在籍者明細 

世帯数 277 2 2 277 - 男性 154 37.5% 

会員数 411 2 2 411 75.6歳 女性 257 62.5% 

 
 

歌集『⽗の⽂箱』吉村喜久⼦著の連載 

 Ⅰ−3.父の文箱 
 

幾日も解体工事のブルドーザー 
　　唸り続けるかたはらに住む 
 
 

勇気出しケンタッキーに入りて 
　　　 座すわれ一人若き視線を浴びて 
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                                　　情 報 コ ー ナ ー 

　　日帰りバスツアー  
　月ヶ谷温泉＆いろどり橋 
 

   
　勝浦郡上勝町は、徳島県のほぼ中央部に位置し、 
面積の90%が山林という秘境の町、近年、「いろど

り」の「葉っぱビジネス」や日本の棚田百選に選ば

れた「樫原の棚田」などが脚光を浴び、今年８月に 
は彩山に夢のつり橋(いろどり橋)が完成しました。 
　11月８日(木) 送迎バスで70分揺られて上勝町を

訪問しました、当日は薄曇りでしたが、色づき始め

た木々と吊り橋とのコントラストが絶妙でした。 
豪華な食事の後は、懇談する者あり、温泉を楽しむ 
者あり、素晴らしい一日を過ごしました。 

   
 
　　自分らしく、生きていく 
　障がいのある人が地域で、「あたりまえのくら

し」ができる社会に…。 
　　『かがやく』とはなんだろう...。 
　　『たのしむ』とはなんだろう...。 
　障がいのある人もない人も音楽や芸術をとおして

一緒に集い楽しみましょう、をキャッチフレーズに 
12月8日・9日の2日間、県立障がい者交流プラザで 
ユニバーサル芸術祭が開催されました。絵画・書

道・焼き物・イラスト・写真・織物等の展示と、パ

ン・クッキーの販売。体育館特設ステージでは和太

鼓やバンド演奏、ダンス・阿波踊りなど様々な催し

物が繰り広げられ大勢の来館者で賑わいました。 

　  　皆さん、良いお年を迎えてください。 

　　健康インフォメーション 
　気づきにくい「若年性認知症」 

　認知症は年齢が若くても発症することがあり、65
歳未満で発症した場合を「若年性認知症」といいま

す。 
多くの人が現役で仕事をしており、不調があっても

認知症とは思わず、我慢したり、そのままにしたり

して、診断や治療が遅れてしまいます。 
★こんな方は要注意 
 外食が多い、食生活に偏り 
 高血圧・糖尿病・高脂血症・高コレステロール・肥 
 　満など  
 交通事故や強い衝撃による頭部外傷の後遺症がある 
 運動不足・睡眠不足・喫煙・ストレス 
 脳卒中（脳梗塞・脳内の出血）の経験 

　　  
　一般的に認知症全体で、自分自身の体調や行動の

変化に気づくまで、平均9.5ヶ月を要し、変化に気づ

いて確定診断を受けるまでに平均15ヶ月かかってい

ます。ちょっとした体調の変化や、ちょっとした物

忘れが頻繁にあると感じた場合は、できるだけ早く

専門医での診察を受けるようにしましょう。 
　ガラケー携帯を使っていたときに、あわてて家を

出る際、テレビのリモコンを携帯と間違えて事務所

にもって行ったなんて、笑い話で済ませる間はいい

のですが、取り返しのつかないようになる前に手当

てをしましょう。「備えあれば憂いなし」「早き準

備は半ば成功」・・・です。 
 
　　年末年始のスケジュール 

　💚 12月28日（金） 仕事納め 
    💚 12月29日（土）～１月３日（木）閉館 
    💚 １月４日（金） 仕事始め 
    💚 １月10日（木）交流の日「七草かゆ」 
  
お願い　活動報告書 年末までに提出できない場合は 
　　　　１月５日（土）までにお願いします。 

 


