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     5月9日(木)　交流の日  4月4日（木）     交流の日 

        車いす搭乗体験講習 
「私は車いすの操作はできます」 
それだけでは十分ではありません 
自分が車いすに乗って、押されて

みて初めて車いすの方の感覚が分

かるのです。 
　車いすを　押してみよう 
　車いすに　乗ってみよう 
　車いすで　押されてみよう 

今年の花見は「県立神山森林公園イルローザの森」に決定。

　　　　　　　　　　　　記　 
3月4日現在、早咲きの「蜂須賀桜」　      開催日：４月４日（木） 
が開花との情報が入っております。　　　出　 発：10:30（プラザ） 
　イルローザの森の桜は、県内最大　　　現 地発：14:00（予定） 
級の６種類、3000本が楽しめます。　　   ラ ンチ：花見弁当　　  
早いものだと2月中旬から最後は4月　　　会　 費：弁当代　　　 
下旬～5月のＧＷにかけて、品種ご　　　  　　(1500円～2000円) 
とに長い間、観桜できます。                      申込締切：4月1日（月） 
　皆さん一緒に行きましょう。 

 
 

　　　　　思い出ばなし「 エ ー ゲ 海 」　　   　　        投稿　　　【Ｋ・Ｗ】 

　最近認知症が進行したのか、最近のことより昔のことが良く思い出される。 
今回はその一コマをお話ししましょう。 
　その昔、旅行会社のきれいなパンフレットに魅せられてエーゲ海クルーズに申し込んだ。 
出発の1週間前に届いた旅程表をみてびっくり。南のギリシャに行くのに、なんとわざわざ北のオランダへ

飛び、4時間半の待ち合わせ、片道21時間だ。どうしよう、体力的に自信がない、もっと近い乗り継ぎはな

いのか、また旅程変更は可能かと、旅行会社に聞きに行く。ところが1週間前だとキャンセル料が必要とい

われ、乗りかかった船だ、ええ～い、ままよと出発した。 
　欧州連合のおかげで「EU」内は国内旅行並み、オランダの空港で何の手続きもなく外に出ることができ

た。2階建ての列車に乗って、アムステルダム中央駅へ行き市電に乗り換え市内を一周、長崎のハウステン

ボスの原風景だ。きれいな街並みに感激、日本人も小さな島国根性でいると、巨大な欧州連合の経済圏に飲

み込まれそうだと感じた。 
　やっとギリシャに着き、憧れのクルージング。それがなんと強

風で波高く、あちこちで袋を手に逆噴射と闘っている。 
　私もまた、エーゲ海の海の色を見るどころでなく、逆流の仲間

入り。東京からきたというご婦人「なんで遠方まできてこんな苦

しみを味わわねばならないのでしょう」と。同感！ 
　でも、紀元前から建っている古代ギリシャ神殿に対面した感激

はひとしおだった。　 
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                  2019年3～4月度　ナルク徳島行事予定のお知らせ 
　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 

９ 土 （イオン店頭活動） 10:00 12:00   

10 日 東北応援　イオン幸せの 13:00 15:00 イオンスタイル  

11 月 　　黄色いレシートキャンペーン 10:00 12:00   

14 木 交流の日 （スライドショー） 13:00 15:00 団体会議室  

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 

    ４ 月      

日 曜 内　容 開始 終了 場　所 講　師 

3 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 

4 木 ランチ＆花見 10:00 15;00 神山森林公園  

11 木 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  

  手話勉強会 13:30 15:00 団体会議室 内田陽子 

15 月 着物を楽しむ会  13:00 15:00 ２階会議室 山本節子 

17 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 

18 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 

21 日 クリーンウォーク  08:00 09:00 山城町  

25 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 
 

                                      2018年度　活動報告 



                                                                                                                                                   　会報ナルク徳島　2019年 03月号　3 

    1 月の時間預託点数　  前月総計 (58,948) ＋ 今月総計 (551) ＝ 累計 (59,499) 
 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） 484 0 19 15 87 72 677 126 551 

人数      (人） 31 0 8 5 8 17 40 13 - 

    1 月の奉仕活動点数　  前月総計 (27,764) ＋ 今月総計 (389) ＝ 累計 (28,153) 
 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 7 0 36 38 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 1 ０ 280 - 男性 155 37.3% 

会員数 415 1 0 416 76.0歳 女性 261 62.7% 

 
 

歌集『⽗の⽂箱』吉村喜久⼦著の連載 

ゐろはにほへと 

　わが庭の山桃の枝に止まりゐる 
　　　　　　鳩と目が合ふ大寒の朝 

　改修の住宅機器の能書きと 
　　　　　　スイッチ釦（ぼたん）如何にも多し 

　老若の大工二人が作業する 
　　　　　　緻密さ早さ競ふがごとく 

　棟梁はバイク盗まれしことよりも 
                  　積みゐし大工道具を惜しむ 

　棟上げの日に立つ柱順番に 
                  　ゐろはにほへとと墨印のあり 
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情 報 コ ー ナ ー 

２月交流の日 
　料理教室・・・巻き寿司に挑戦　 
　2月の交流の日（2月
14日）は、初めての

「料理教室」で巻きず

しに挑戦するために20
数名が集まりました。 
　調理室には全員入れ

ないので、下準備はベ

テランのご婦人に任せ

て、他の人は別室でコ

ミュニケーション麻雀

を楽しみながら待機。

やがて調理室から「準

備ができたので、自分

が食べる分は自分で巻

いてください」とのお

達し、我先に巻きにか

かったのはいいのです

が、これが意外と難し

い。ワイワイガヤガヤ

大騒動の後何とか形は

整ったものの、今度は切るのが大変、やっとこさ

切ったらグチャグチャばらばら、多くの人は恵方巻

きよろしく、まるたでかぶりついてました。 
　自分で巻いたので文句も言えず、でも楽しい一日

でした。来年リベンジしようとの話もでています。 
 
ナルク本部 創設25周年行事 
　5月28日（火）大阪市中央区のドーンセンターで

定時総会、事例発表、記念公演、芸能披露、作品出

展、物産展等が開催されます。 
ナルク徳島は物産展で、すだちのつかみ取り販売で 
参加します。他の行事に参加ご希望される方は、事

務局までお知らせください。 
 
自立活動 着物を楽しむ会 
　2月25日（月）２回目を開講し、６人の出席があ

り早速作品が仕上がりました。「世界でただ一つの

手作りmyポーチ」あなたも作ってみませんか？　　 

健康インフォメーション 
　＜脳卒中の早期発見のポイント＞　 
　脳卒中の早期発見・早期治療

は、亡くなる人や寝たきりなど

の深刻な後遺症になり、これを

少なくする上でかなり重要で

す。特に脳卒中のなかで最も多

い脳梗塞に対し、発症３時間以

内に治療を施すことの重要性が

言われています。 
脳梗塞発症の徴候を見つけるポ

イントを紹介します。 
◆脳梗塞の早期発見を促すキャンペーン 
　　　　　　　「Act FAST」 
　アメリカでは”Act FAST”と言う合言葉で脳梗塞の

サインをいち早くキャッチし、素早い対応をしよう

というキャンペーンが展開されています。 
「FAST」のうち１つでも該当したら、早めに気づい

て行動することが早期発見・早期治療につながりま

す。 
Ｆ（フェイス）＝笑うと顔のゆがみが強調される・

　　　顔面の麻痺がある 
Ａ（アーム）＝両腕を前に上げると片方が下がって

　　　しまう・半身の麻痺がある 
Ｓ（スピーチ）＝短い文章をスムーズに話したり、

　　　繰り返すことができない 
Ｔ（タイム）＝異常を発見したら、時間を置かずに

　　　治療機関に行く 
◆脳梗塞を発症してから、

３時間以内に治療開始 
脳梗塞を発症して時間が長

く経過すると、血管がもろ

くなり、血流が再開した時

に出血する恐れがあり、そ

れ以上に遅れるとついには

神経細胞が死んで（壊死）しまい元に戻らなくなり

ます。そうならない前に、詰まった血栓（血の固ま

り）を溶かし、血流を再開させなければなりませ

ん。そのために投与されるのが【t-PA】という血栓

溶解剤で、時間的な限界が３時間ということです。 
◆【t-PA】治療を行っている医療機関 
徳島では、日赤病院、徳島大学病院・鳴門病院・徳

島中央病院　（詳しくは、社団法人：日本脳卒中協

会のホームページを検索してください） 
 
ナルク徳島 定時総会 
　6月13日（木）県立障がい者交流プラザにて開催 
素晴らしいイベントを準備してます。お楽しみに。 

 


