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９月 交流の日  ８ 月　サロン「ほっこり」 
            9月12日（木） 

　　   バーベキュー大会 

　時期は初秋、爽やかな海からの

心地よい潮風を受け、素晴らしい

風景のなか、旬の山海の珍味、こ

んなBBQを想像してください。詳し

くは次号会報にて。 

鳴門ウチノ海総合公園全景　 

　８月８日（木）  Kangeki 　　　　　　  濱伊の幕ノ内弁当 　　　　　　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徳島市 
紺屋町にあります。          　　　　 
富田町・濱伊で食事して、懐かしい大衆　 

演劇を楽しみませんか。　　　　　　　　　　８月公演「劇団花月」 

　大衆演劇、と呼ばれますが、演劇、つま

りお芝居だけではありません。歌謡や舞

踊、ミュージカル形式などのショーを公演

の柱の一つとしています。3時間たっぷり 
楽しんでください。 
◆集　合：11:00 濱伊前（紺屋町地下駐） 

◆参加費：弁当 1000円 

　　　　　徳島天満座入場料 1600円 

 

　　　　　　　知らないと後悔する　　　　                              投　稿　　　　　　 

           クラシックを聞くべき４つの理由 
 

　クラシックを聴くことは、心身ともにリラックスする効果があると言われ

てきましたが、最近西洋医学会の研究により証明されました。報告による

と、クラシックは脳に刺激を与え、睡眠を改善でき、ストレスを解消し、免

疫力も高めることができるそうです。クラシックを聞いても眠くなるだけで

つまらない？　クラシックにもいろんな種類の音楽があり、癒やし効果のあ

る落ち着いた音楽、心が楽しくなるようなノリの良い音楽、ロックのような

激しい音楽、悲しい音楽など、いろんな音楽があります。 

１．脳の活性化 
　イギリスのノーザンブリア大学研究グループは、学生たちにヴィヴァルディの曲の学習効果について研究

しました。ヴィヴァルディの『春』は『秋』より、問題を解くスピードが早くなり、正解率も高くなりま

す。結論から言えば、愉悦感に溢れるクラシックは、脳の活性化に効果大です。なかなか勉強が捗らないな

んて時にオススメ！  

２．認知症の治療に効果的 
　認知症の人は、この研究に注目！ 　クラシックは、認知症患者の記憶が蘇る効果があります。特に　　

モーツァルトの曲がオススメです。老人ホームで10年間暮らしている、鬱状態の老人にクラシックを聴か

せると、元気になったそうです。学界の研究により、クラシックは脳に刺激を与え、特に音楽とある特定な

出来事、記憶などに関わりがあった時に、最も効果を発揮することが分かりました。  （次号に続く） 
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2019年7～8月度　ナルク徳島 行事予定のお知らせ 
 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 

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 

    ８ 月      

日 曜 内　容 開始 終了 場　所 講　師 

1 木 絵手紙教室 13:00 15:00 V・ルーム 山花道子 

7 水 PC教室（初級） 13:00 15:00 OA研修室 岩本他数名 

8 木 交流の日　Kangeki 11:00 15:00 ふるさと創生ホール  

  手話勉強会 13:30 15:00 V・ルーム 内田陽子 

11 日 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  

15 木 活動内容説明会 10:30 12:00 V・ルーム 浅野公博 

18 日 クリーンウォーク 08:00 09:00 山城町  

19 月 着物を楽しむ会 13:00 15:00 V・ルーム 山本節子 

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

22 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 

　　　　　　　　　　  
　2019年のクリスマス会は、会場の都合で12月16日（月）の予定　 
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2019年度　活動報告 
    5 月の時間預託点数　  前月総計 (61,102) ＋ 今月総計 (566) ＝ 累計 (61,668) 

 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） 

479 0 18 15 85 77 674 108 566 

人数 
(人） 

30 0 9 4 8 17 42 13 - 

    5 月の奉仕活動点数　  前月総計  (28,934) ＋ 今月総計 (398) ＝ 累計 (29,332) 
 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 14 0 384 398 0 398 

人数 
(人） 

0 0 7 0 34 35 0 - 

  　　　　　　　　　　　　  2019年度　会員動向 
 4月末 

現在 
入会 退会 4月末 

現在 
平均 
年齢 

4月末在籍者明細 

世帯数 268 3 0 271 - 男性 146 36.7% 

会員数 394 4 0 398 76.2歳 女性 252 63.3% 
 

　　　　　　 

        　　　　歌集『⽗の⽂箱』吉村喜久⼦著の連載　  

 金 糸 雀（カナリア） 
 

買ひ来たる金糸雀の雌はきびきびと  

             雄はおつとり一つ籠の中 
  
相性が悪きつがひの金糸雀を離せば 
         呼び合ふ声響かせて 
  
追ひ越してゆく学生の三つ編みに結ぶ 
         空色のリボンが跳ねる  
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情 報 コ ー ナ ー 

　　第13回 定時総会 
　於：徳島県立障がい者交流プラザ・研修室 
 

　ナルク徳島 第13回定時総会は、令和元年6月13日 
(木) 定刻11時から開催。出席60名　　　　　　　　

冒頭浅野代表は、一昨年同様昨年も「良くないこと

が１件」「良いことが１件」ありました。 
良くないことは、3年連続で会員数が減少したこと, 
良いこととは、会員が減少したにも拘わらず、時間 
預託活動が増えたこと、会員全てが頑張った証です 
本年度も「楽しいナルク」を目指して踏ん張りまし

しょう。今後も毎月定期的に活動説明会は開催しま

すので、どんどん送り込んでください。　と挨拶。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
　出席60、委任状158、合計218、「ナルク徳島」運

営規則で定められた総会成立要件は満たされている

と事務局からの発表があり、議長選出、提案された

議案は全て了承され、運営委員6名新任、18名で運

営する旨発表、万来の拍手でご賛同を得ました。 
　昼食後、懇親会、写真撮影、西岡委員の指導によ

るストレッチ体操、リラックスしたところで、お待

ちかね、本日のメインイベント、尺八の名手・塩田

稔先生率いる、日本民謡協会所属「渦風会」の皆さ

んの登場です。塩田先生の素晴らしい尺八の音色に 
聞き惚れ、歌い手さんの声量に感嘆し、時には全員

が大きな声を張りあげて歌い、先生の横笛を合図に 
阿波踊りで締めくくり、あっという間の1時間でし

た。渦風会の皆さん有難うございました。 
 
 
 
 
 
 
 

　幸せの黄色いレシートキャンペーン　
　本年度も引き続きイオンの幸せの黄色いレシート 
キャンペーンに参加しております。　　 
イエローボックスの横で、サポート活動をしていた

だける会員を募集しています、ご連絡ください。 

　　健康インフォメーション　　 

　舌を見れば健康状態が分かる！ 
【毎朝の「舌チェック」でピッタリな食材を選ぶ】 

❖ 舌の大きさ・形 
  (健康な状態）舌を出したときに、舌の幅が口角の 
　左右幅と同じ位の状態。 

　✤上記よりも舌がおおこい、厚く腫れぼったい場

　合は、体内に余分な水分がたまってむくんでいる 
　サイン。この場合は塩分を控え、豆類・小豆・ト

　ウモロコシ・鳩麦などを積極的にとりましょう。 
　✤ 舌が口角の幅より小さい、薄い、舌の表面に亀

　裂が入っているなどの場合は、水分が不足してい

　るサイン。味の濃い食事や刺激の強い食事は避け 
　山芋・オクラなどのネバネバ食材や貝類、手羽・  
　豚足などのコラーゲンの多い肉類をたっぷりとり

　ましょう。 
❖ 舌の色 
（健康な状態）舌の色 
　がピンク色なら健康 
　な状態。 

　✤ ピンクより白っぽい 
　色の場合、血液の不足 
　や体が冷えている状態を示します。 
　冷たい飲食物を避け、温かい食事を積極的にとり 
　ましょう。赤身の肉類・青魚類・黒ゴマなどたっ

　ぷり食べましょう。 
　✤ 舌全体が暗く紫っぽい、または舌の裏の静脈が 
　紫色に腫れあがっているいる場合、血行が滞って 
　いる状態を示します。青魚・ナッツ類などは血液 
　改善効果が期待できるのでお勧めです。 
　キノコ類・根葉類・雑穀類も積極的にとりましょ 
　う。肉類よりも魚類を選んで、体を冷やす料理、 
　脂っこい料理はさけましょう。 

✠ 舌の状態は、体調を反映して毎日変化します。 
　舌のチェックを朝の習慣にして、健康管理に活か 
　してください。 
 

       貰ってください  　Dr.Tron YK9000 
 

　知る人ぞ知る  
　　ドクター・トロン 
 

　O慢性便秘　O肩こり 
　O頭痛　　　O不眠 
に対しての効果が薬事法

により認められています。 
ご希望の方は事務局までご連絡ください。 

 


