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8 月 交流の日  7 月　サロン「ほっこり」 
 　　８月８日  　Kangeki 

　　　ふるさと創生ホール 

　　　　　徳島天満座 

　県下唯一の大衆演劇常設劇場が 
市内紺屋町にあります。 
篭屋町・季節料理「に志もと」で 

食事して、懐かしい大衆演芸を楽し

みませんか。 

 

   

   

   

　　エンディングノート　　　　　記 

　　　　　説　明　会　　　　　　　月日：7月11日(木) 

　エンディングノートは「死のためのノート」   時間：10:00 

ではなく、「よりよく死を迎えるためのノー       会場：交流プラザ 

ト」です。　　　　　　　　　　　　　　　　　参加費：無料 
　「死んだあとどうするか」という情報だけで 
はなく、「自分らしい終焉を迎えるために何を 
すべきか」が綴られてます。必ず訪れるゴール 
に向かって、自分のポジションを確認していく。

いわばライフプランのようなものです。 
過去を振り返ることで、未来がみえてくる。 
　人生を自分らしく生きるために、 
　　　　エンディングノート 
　　　を始めてみませんか？　　 

 

　　　　　　　　　　　冬 の 奈 良 散 策　                                  投　稿　　　　　　　　　　　 

　　　ちょっと昔の話 
　まだ寒いころ、思い立って歌の仲間４人でバス、環状線、近鉄と乗り継いで奈良へでかけた。 
目指すは平山芸術の集大成、大唐西域壁画だ。まず藥師寺へ、煌びやかな西塔、凍れる音楽と評された東塔 
国際色豊かな大きな薬箱に着座された薬師如来、日光菩薩、月光菩薩の薬師三尊を拝し、玄奘三蔵院へ入っ

てゆっくり壁画を鑑賞させてもらいました。藍とも見える青空、頂の雪の白さがぐいぐいと迫ってくる。 
複雑な山肌とのコントラストの妙にただただ感激するばかり。 
　唐招提寺は修復中で、エンタシスの柱も鑑真和上の像も見られず残念だった。 
前方後円墳の垂仁天皇御陵へ足を延ばし、静かなたたずまいに浸る。東大寺のミニチュア、喜光寺では 
お寺さんが親切に案内してくれた。 
　翌日は、二月堂、三月堂，四月堂へ。お水取りで知られる閼伽井屋と東大寺の毘舎那仏に久しぶりに対面

する。奈良公園を一巡りし、重厚な奈良ホテルで昼食。お土産に名物の大きな三笠を買って、乗り換えなし

の大和路線で大阪へ。　急げば先のバスに乗れる。　急げ、あと5分。 
　滑り込んだバスで偶然知人と 
　隣り合わせ。よもやま話に花

　が咲き、あっという間に徳島

　に着いた。 
　　寒い間は、人波にもまれる

　こともなく、ゆっくり古都を 
　味わうことができました。 

　　　　　　　　　　　【K・Ｗ】　 
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2019年6～7月度　ナルク徳島 行事予定のお知らせ 
 ６ 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 第１３回定時総会 11:00 14:00 研修室1・2 大西海斗 

16 日 クリーンウォーク  08:00 09:00 山城町  

17 月 着物を楽しむ会  13:00 15:00 ２階会議室 山本節子 

  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 13:30 15:00 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 

27 木 運営委員会 10:00 12:00 V・ルーム  

  手話勉強会 13:30 15:00 V・ルーム 内田陽子 

    ７ 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 絵手紙教室 13:00 15:00 V・ルーム 山花道子 

  サロン「エンディングノート」説明会 10:00 12:00 V・ルーム  

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 V・ルーム 内田陽子 

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  

22 月 着物を楽しむ会  13:00 15:00 V・ルーム 山本節子 

25 木 運営委員会 10:00 12:00 V・ルーム  

  手話勉強会 13:30 15:00 V・ルーム 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 
    3 月の時間預託点数　  前月総計 (60,034) ＋ 今月総計 (544) ＝ 累計 (60,578) 

 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） 474 0 18 8 86 74 660 16 544 

人数      (人） 25 0 8 1 8 16 37 13 - 

    3月の奉仕活動点数　  前月総計 (28,153) ＋ 今月総計 (389) ＝ 累計 (28,542) 
 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 24 0 365 389 0 389 

人数      (人） 0 0 9 0 33 36 0 - 

  　　　　　　　　　　　　  2018年度　会員動向 
 2月末現在 入会 退会 3月末現在 平均年齢 ３月末在籍者明細 

世帯数 272 2 4 270 - 男性 146 36.7% 

会員数 400 3 5 398 76.0歳 女性 252 63.3% 

 

「送迎サービス補償」（障害保険）のお知らせ 

 
　　送迎担当の会員の皆さん毎日ご苦労さまです。 
　全国社会福祉協議会が運用する「送迎サービス補償」（傷害保険） 
　についてまだ十分周知できてないようなので詳しい内容をお知らせ 
　します。　 
　　この制度は、団体などが行う送迎サービスの利用者を対象として 
　全国社会福祉協議会が一括して損害保険会社と締結する団体保険です。 
　ナルク徳島はこの保険に加入して3年目になりますが、まだ一度も　 
　お世話になったことはありません。 
　 

　　補償内容　次のような場合に、加入者の損害賠償責任の有無に関係なく保険金は支払われます。 

★ お年寄りを車で病院に連れていく途中、交通事故にあい、お年寄り

　がケガをし入院した。 
★ 車いす利用者を車から降ろそうとして、誤って利用者が転倒しケガ

　をし通院した。 
★ 利用者を車いすに乗せて押していて、車いすが転倒し、利用者がケ

　ガをし通院した。 
★ 利用者の自宅から送迎者まで付き添って歩いている途中、誤って利

　用者が転倒し，けがをし通院した。 
　 　　　　　　　　　　　　　　　 
　 　　　　　補償金額（保険金額）　 

　 ☆死亡補償     345.2万円 ☆入院補償日額　3400円　 

　 ☆後遺障害　 4～100% ☆通院補償日額　2200円　　　 
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情 報 コ ー ナ ー 

　5月 交流の日 

　　　車いす基本及び体験講習会　 

　「車いすの方が安心して出かけられる不自由のな

い社会を作ろう」という思いで、毎年定期的に車い

す講習を実施しております。 
　現在では、多くの人が「車いすの操作はできる」

という、しかし「あなた自身が車いすに乗って押し

てもらったことがありますか」と尋ねたら、ほとん

どの人が「NO」。 
　ナルク徳島では今回初めて、車いすに乗り、押さ

れる体験講習を実施しました。多くの体験者が、 
「まったく感覚が違う、まず目線の高さが違う、少

しスピードが出たり、緩やかなスロープでもバック

で走行するときは少し怖かった、それと自分の意思

の届かないところで行動するのは不安でした、声が

けの重要性について、改めて感じました」「この体

験を今後の活動に生かしたい」と反省しきりでした 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　　ナルク本部 創設25周年記念行事 
　ニッポン・アクティブライフ・クラブ(NALC)は、

創設25周年を迎え、5月28日（火）大阪市中央区の 
ドーンセンターにおいて、定時総会はじめ数々の記

念行事が開催されました。ナルク徳島からも７名参

加し、物産展で「スダチのつかみ取り」を展開、 
人気を博し延180人のお客さんを集めました。 
　総会では神野会長は「ナルク25年、新たな時代

へ」のスローガンをたて、中期ナルクビジョンも確

立、組織を挙げて、永続的な発展を目指し共に頑張

りましょう」と力強く話されました。 
　折悪しく雨模様にもかかわらず、総会全体で650
名、懇親会は270名の参加があったそうで熱気ムン

ムンの記念大会でした。　 
  

 

 

 

 

イオン・黄色いレシートキャンペーン 
　店頭活動会員募集中　事務局まで連絡ください 

　　　健康インフォメーション 

　　　　　　脳梗塞は夏に多い！ 
　脳梗塞は大きく分けて、脳寒栓症と脳血栓症と２

つのタイプがあり、脳寒栓症は、心臓付近にできた

血栓が移動し、脳の血管を詰まら

せるものです。長嶋茂雄・巨人軍

名誉監督の脳梗塞がこのタイプで

す。もうひとつの脳血栓症は、脳

の血管そのものが狭くなったり、

血栓ができたりすることで引き起

こされ、夏に多いのがこの脳血栓

症です。脳血栓症は、普段健康そ

うにみえていても脱水症状が引き金となって急に発

症します。歌手の西城秀樹さんも４８歳の時に脳梗

塞で倒れましたが、その原因は減量や過労などによ

る脱水症状でした。大切なのは汗をかいていなくて

も、早め早めにこまめに水分補給を行うことです。 
　汗をかかなくても、常に体から少しずつ水分が奪

われています。室内にいるときもきちんと水分補給

をするようにしましょう。室内にいると脱水症状に

気付きにくいのですが、トイレに行ったとき尿の色

が濃くなっていたら水分不足

のサインだと思ってくださ

い。 
　そして夏の脳梗塞の予防で

もうひとつ大切なことは睡眠

の前後に水分補給を行うこと

です。普段私たちは眠ってい

る間に平均コップ１杯程度

（２００cc）の汗をかきます。 
　夏の脳梗塞は睡眠中から起床後の時間帯にかけて

発症のリスクが高くなります。予防のために寝る前

に水を１杯飲むようにしましよう。 
 

　着物を楽しむ会便り (今後の予定) 

     6/17（第3月）   9/9   （第2月） 
     7/22（第4月）  10/21（第3月） 
     8/19（第3月）  11/18（第3月） 
     12/16 (第3月） 
  7/22と9/9は通常 と違います,ご注意ください 

6月予定（ティッシュカバー・ネックレス等） 

 
 

 


