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3月14日(木)　交流の日  2月14日（木）     交流の日 

   ３月の交流の日は 
2018年度１年間の全ての活動を写

真で振り返る「スライドショー」 
を予定しています。 
 楽しかったこと、少し期待はずれ

であったことなど 、思い出ばなし 
とか、来年度の企画など話合いな 
がら、ゆっくり過ごしましょう。 

　　2月の交流の日は 
「料理教室」を予定していす。　（参加費：材料代３００円） 
　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。      　 
　料理上手な人はほとんどレシピは覚えていないという。 
ではなぜ料理が上手なのでしょう？ 
料理が上手になるためのコツをいくつかご紹介しましょう。 

1.  料理の基本を覚える 
2.  食材の大きさをそろえる 
3.  何度も作る 
4.  たくさん失敗する 
5.  出来上がりをイメージする 
6.  外食をして味を知る  
7.  目標を持つ     　 

２月14日（木）は 
「巻き寿司」に挑戦しましょう。 

 

　　　　　　　　誤 嚥 肺 炎 を 患 っ て                          投稿　　　【Ｋ・Ｗ】 

　ある日、目を覚ますと左手の甲に長い注射針が刺さっていて、

点滴を受けていた。まだ充分覚めやらぬ「灰色の脳細胞」をフル

回転させたところ、やっと思い出した。前夜体調すぐれず意識が

混濁したらしい、病院へ搬送され診察を受け、レントゲン撮影の

結果、肺の一部が白くなっていて、どうやら誤嚥性肺炎を発症し

たらしい。そのまま入院して点滴と相成った次第。 
　それから３日間は絶食で、栄養補給は５本の点滴のみ、やっと

４日目にお粥を試供され、しばらく続いた。 
夫も最期はこの病気で鬼籍へ旅立ったので、私もかと慌てたが、

まあ事なきを得たようです。娘曰く、「これは、横になったまま

でお菓子などを食べていたからなったのだ」 
でもお菓子でも食べないと毎日寝たり、起きたりの暮らしだから、やってられないわ！ 
　今まではそんなことも考えずに暮らしていたが、一度も病気になったこともない。再び娘曰く、

「人間85歳になると、わずかなことでも身体にさわるのだ」まあ、「老いては子に従え」の教訓

通り、以後は夜中でも水を飲むときは上着を羽織り、風邪をひかないようにして、正座して水が胃

の中に流れ込むのを確かめてから、横になるようにしています。 
あの世まで後いくばくもないが、もっとスマートな病名で旅立ちたい。 
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                  2019年1～2月度　ナルク徳島行事予定のお知らせ 

   01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  

   21 月 着物を楽しむ会  13:00 15:00 V・ルーム 山本節子 

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 

    02月      

日 曜 内　容 開始 終了 場　所 講　師 

06 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 

07   木 絵手紙教室 13:00 15;00 V・ルーム 山花道子 

11   月 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  

14   木 交流の日 （料理教室） 13:00 15:00 団体会議室  

  手話勉強会 13:30 15:00 団体会議室 内田陽子 

17 日 クリーンウォーク  08:00 09:00 山城町  

18 月 着物を楽しむ会  13:00 15:00 V・ルーム 山本節子 

20 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 

21 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 

28 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。 

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 

  １１月の時間預託点数　  前月総計 (57,708) ＋ 今月総計 (641) ＝ 累計 (58,349) 
 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） 548 0 21 12 85 75 741 100 641 

人数(人） 32 0 9 2 8 16 44 13 - 

  １１月の奉仕活動点数　  前月総計 (26,981) ＋ 今月総計 (389) ＝ 累計 (27,370) 
 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 18 0 371 389 0 389 

人数(人） 0 0 9 0 35 38 0 - 

  　　　　　　　　　　　　２０１８年度　会員動向 
 10月末現在 入会 退会 11月末現在 平均年齢 11月末在籍者明細 

世帯数 277 4 2 279 - 男性 155 37.3% 

会員数      411 6 2 415 75.8歳 女性 260 62.7% 

 
 

歌集『⽗の⽂箱』吉村喜久⼦著の連載 

 Ⅰ−4.父の文箱 
 

今年また終戦の日の巡りきぬ戦死せし父の顔を知りたき 
 
命名のわが名遺して五十余年戦死の父が頼みし易学 
 
亡き父の手製の文箱に作製日しるしてありぬ墨色褪せて 

                                　　 

  

             新年おめでとうございます 

 会員の皆様には、恙無く新年をお迎えのことと、お慶び申し上げ

ます。  

今年も「楽しいナルク」を目指し頑張りましょう。 

皆様のご健勝をお祈りします。 

　　　　　　　　　　　　　　　事務局・会報編集部一同　　　 
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　　　　　　　　　　　　　　　　情 報 コ ー ナ ー 

　　クリスマス会 
　本年最後のイベント・恒例のクリスマス会を 
12月14日（金）交流プラザ３階研修室で、60人の 
出席を受けバザーも併設、盛大に開催しました。　 

   
　代表挨拶の後、事務局長から年始の行事の発表、

西岡さん指導によるシニア体操、しばらく休憩の後

手話勉強会の皆さんが新曲の手話ダンスをご披露。

豪華オーダー・シニア弁当が終わり、一斉にバザー

会場へ。しこたま買い込んでお茶・スイーツで懇談

会。締めくくりは、ニコットのハーモニカ演奏とカ

マンベールのブルース＆ポップス。　 
よかった、楽しかった、弁当うまかった、様々な声 
を残し、元気で再会を約し散会しました。 

   
追記 
　クリスマス会で熱演された「ニコット」「カマン

ベール」のグループは、３月30日（土）13時か

ら、ふれあい健康館で開催される「コクリココン

サート」に出演されます、ぜひご鑑賞ください。 
入場料は無料です。　 

　着物を楽しむ会 

　準備が整いましたので、次の要領で開催します。 

★ 1月21日（月）ボランティア室  13:00～15:00
毎月第３月曜日予定　会場・時刻同じ 

★ 使いたい素材（着物とか帯等）がある方は持参

してください。 
★ 手縫いで簡単なポーチや箸袋を作りたいかたは

ハンカチ等持参してください。 
★ ハンカチは、こちらで用意しますので、手ぶら

でも大丈夫です。 
★ 参加費　300円 

★ 参加ご希望のかたは

090-2119-9446山本

までご連絡下さい 
タンスに眠っている着物の活用法を一緒に考え、 
楽しみませんか？ 

　　健康インフォメーション 
　季節の変わり目の肩こりは「冷え」が原因、 

　　　　　＜簡単ツボマッサージ＞ 

　おそらく多くの人の悩みである肩こり、実は季節

の変わり目になると肩こりはひどくなる場合があり

ます。 
　暖かい季節から寒くなるこの時期は、筋肉が一気

に冷えて縮こまるために肩がこりやすくなります、

さらに寒さで体をすくめがちになる姿勢が肩こりを

助長する原因になります。また長時間同じ姿勢が続

いたり、緊張することが原因で肩こりや頭痛が起

こってしまった時は手軽にできるツボ押しで、血液

の流れを促進しましょう。    時間と場所を選ぶこと

なく簡単にできるツボを２つ紹介しましょう。　　

　　　　　　  
１、手三里（てさんり）ひじを曲げたときにでき

る、横皺から指二本分の位置にあるのが三里のツボ

です。肩こりに効く代表的なツボです。     　　　　

　 　　　 
2、 合谷（ごうこく）合谷は手の甲の側、親指と人

差し指の骨が交わる手前、人差し指側にあります。

肩こりや身体全体の調子を整える万能ツボです。反

対の手の親指で、ちょっと痛みを感じるくらいの強

さで押しましょう。　　　　　　　　　　　　　　

　冷えが原因の肩こりは、温めるのも効果的ですの

で、入浴時に浴槽に浸かる際に、タオルなどをぬる

ま湯に浸して肩や首にかけると、しっかりと暖まり

ます。本格的に寒くなってきましたが、簡単なセル

フケアで厳しい冬を乗り切りましょう。 

　ナルク本部からの投稿依頼 

　本部会報「ナルク」の２面に好評連載中の「おら

が拠点の熱いひと」の件で、一般会員の中にも「熱

い人」は結構いらっしゃると思われますので、そん

な方も取り上げていただきたいというお願いです。 
自薦他薦を問いません、熱意溢れる方をどしどし 
ご推薦ください、そのほか一般記事の投稿もお待ち

しております。 

 


