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4月4日(木)　交流の日  ３月14日（木）     交流の日 

　昨年は近場で徳島中央公園、一

昨年は薬王寺・日和佐城、その前

は鳴門スカイライン・・・・ 
4月は何はさておき桜見物ですね 
　今年は何処にしましょう？ 
徳島の開花予報は3月28日です、 
現在、神山森林公園と鳴門妙見山 
公園が候補にあがっています。 
 

　　　 妙見山公園・岡崎城　　　 

　　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。 
 春は「ランチ＆花見」、夏は「定時総会」、秋は「ＢＢＱ」、冬には

「クリスマス会」、その間にも車椅子講習、エンディングノート説明

会、日帰りバスツアー、年が明けてからはまだ記憶に新しい七草かゆ

等々、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　 
話し合いながらゆっくり過 
ごしてください。 
　スライドの中でお気に入 
りの被写体があれば、ご連 
連絡ください。後刻プリン 
トしてお送りします。 

❤ 開催日：3月14日  10：00 
❤ 会　場：団体会議室 
❤ 参加費：無料 

 

　　　　　   カ ー ラ イ ル  曰 く　　　                          投稿　　　【Ｋ・Ｗ】 

　　「忘却があって記憶が光る」 
　これは19世紀イギリスの歴史家であり、評論家でもあるトーマス・カーライルの言葉である。 
私も近頃は忘却の天才になりました。 
今おいた書類が何分か後には行方不明、一日のうち半分は探し物に費やされる。 
いくら『サンデー毎日』とはいえ、これでは日常生活に非常に不便である。 
　ある日、意を決して「アルツハイマー」の検査をしてもらうために徳島大

学病院を訪問した。担当医師に「物忘れの天才になりました」と申し上げた

ら「じゃこの際、精密に検査してみましょう」ということで、４日間かけて

詳しく調べていただいた。 
その結果、「異常は見当たりません、要するに順調に年を重ねたという 
事でしょう」と、慰めのお言葉をいただきました。 
　置き忘れ等がひどい反面、デイサービス等で他人同士が大きな声での自慢

話や人の陰口などはいつまでも、一言一句全て覚えいる。 
何と皮肉なことでしょう。必要なことを忘れ、不必要なことを覚えている、 
何とかならないの、どうすればいいの、カーライルさん！？ 
あちらでは、年代も国境も無いそうだし、言葉も通じるらしいから、 
面会に行きますから教えてちょうだい。 
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                  2019年2～3月度　ナルク徳島行事予定のお知らせ 

   ２ 月      

日 曜 内　容 開始 終了 場　所 講　師 

6 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 

7    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  

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 

25 月 着物を楽しむ会  13:00 15:00 V・ルーム 山本節子 

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 

    ３ 月      

日 曜 内　容 開始 終了 場　所 講　師 

6 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 

7   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 （スライドショー） 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 団体会議室 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 

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。 

 

         　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 

  １２月の時間預託点数　  前月総計 (58,349) ＋ 今月総計 (599) ＝ 累計 (58,948) 
 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） 580 0 18 11 88 71 768 169 599 

人数      (人） 31 0 8 4 8 14 39 21 - 

  １２月の奉仕活動点数　  前月総計 (27,370) ＋ 今月総計 (394) ＝ 累計 (27,764) 
 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 0 382 394 0 394 

人数      (人） 0 0 6 0 35 35 0 - 

  　　　　　　　　　　　　２０１８年度　会員動向 
 11月末現在 入会 退会 12月末現在 平均年齢 12月末在籍者明細 

世帯数 279 0 ０ 279 - 男性 155 37.3% 

会員数 415 0 0 415 75.9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 
 

公園に河内音頭の響きゐて櫓(やぐら)のあたり明あかとせり 
 

       戦死せし父のみ墓に幼われを連れゆきし母よゆきて一年 

       ふるさとに独り居の母は夫と子を恋ふる俳句を三句遣しぬ 

          故郷の人住まぬ庭の草抜けば    　　　　　 　　　　 

　　　　　　　たちまち小鳥ら集ひ啄む 
 

　　     雀子ら休耕田の秋桜(コスモス)に　　　 　　 
　　　　　　飛び交ひてをり風吹く昼に　 　　　　
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情 報 コ ー ナ ー 

　2019年1月　交流の日　 
＜七草かゆ＞ 

 
　ナルク徳島の事始めは「七草かゆ」、しっかり食

べて「今年も頑張るぞ」と勢いをつけます。 
1月10日（木）10時いつものメンバーが調理にかか

ります（7日に仕込んで、10日の調理、3日間の七草

の保管は大変だったんですよ、でも何とか鮮度を保

つことができました）、今年も30人の出席があり、 
七草かゆができるまでの間、シニア体操で体をほぐ

し、二手に分かれ、片や脳トレ（クイズやパズル）

別班はコミニュケーション麻雀と楽しいひと時を過

ごし、11時30分再び合流して「七草かゆ」を、ぜん

ざいの差し入れもあり、たらふくいただきました。 
　しばし雑談の後、希望者だけで再びコミニュケー 
ション麻雀を1時間ほどプレイして散会しました。 
「コミニュケーション麻雀もやってみると面白い

ネ」と言う声も聞かれました。 

 
「着物を楽しむ会」からのお知らせ 
　２月は担当者の都合で25日（第４月曜日）に変更

になりました。 

１月は手縫いレッスンで箸袋を作りました。 

２月の手縫いレッスンは巾着型ポーチです。　　　　

（正方形の布で作れます） 

ハンカチのように端の始末 
がしてある布だと簡単です 
材料は持参されれても手ぶ 
らでも大丈夫です。 
　お問い合わせは 
090-2119-9446 (山本)まで 

　　健康インフォメーション 
　　　＜花粉症の季節です！！＞ 
　そろそろスギの花粉が飛散し始める 
２月・・・、暖かくなるのは嬉しいで 
すが、３月はそのピーク、スギ花粉が 
終わると、ヒノキの花粉が飛散し始

め、５月頃まで続きます。 
毎年、花粉症に悩まされ、つらい思いをしている方

にとっては悩ましい季節になります。 
 今や５人に１人がかかっているといわれ、国民病と

なった花粉症。この時期だけでなく、１年を通じた

食生活の改善で、症状を軽減させることは出来ます

す。アレルギー症状を防ぎ、免疫機能を調える食物

をいくつかご紹介します。 
★免疫機能を調える 
　ビタミンB６：レバー・青魚（まぐ 
ろ・かつお）椎茸・えのき茸などの 
キノコ類　＜免疫機能を正常に維持＞ 
★アレルギー症状を抑える 
　 ビタミンC：菜の花・ﾎｳﾚﾝ草・ 
さつま芋・いちご・みかんなど 
＜活性酸素を防ぎ、抗酸化作用を活 
発化＞　　　　　　　 
★皮膚や粘膜を保護し、免疫力を高める 
　βカロチン：人参・ﾎｳﾚﾝ草・かぼちゃ 
・ﾋﾟｰﾏﾝなどの緑黄色野菜　＜青魚の

DHAやEPAの体内での酸化を防ぐ＞ 
 ★花粉症の症状を和らげる成分を取り

入れる 
　乳酸菌：ヨーグルト・チーズ・乳酸菌飲料 
＜免疫力を高めます。乳酸菌の一種で 
あるビフィズス菌は、アレルギー症状 
の緩和に不可欠なビタミンB群を合成 
する働きがあります＞ 
　カテキン→日本茶・紅茶・ウーロン 
茶・緑茶　＜アレルギー症状を引き起 
こすヒスタミンが過剰になると調整し 
カテキンや甜茶（てんちゃ）の成分に 
含まれるポリフェノールには、強い殺 
菌・消炎作用があります＞ 

　  
　　パイオニア 
　　　ホームカラオケセット 
簡単に自分の歌声を録音可能、 
こっそり練習して、カラオケ仲間

を驚かせてやりましょう。　 

 


