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 10 月「サロン」  ９ 月　屋外交流会 BBQ大会 
　10月10日（木）サロンは 

　２つのテーマについての 

　　　　勉強会です 

Ⅰ、高齢者の防犯対策について 

Ⅱ、高齢者見守りネットワーク　　に

ついて 

「お元気ですか？」コールは 

快適な老後を過ごすための必須科

目です是非ご参集ください   

　　　9月12日（木）　　　　　　　　　　　　　記 

バーベキュー大会　　　　　　　　　　会場：鳴門ウチノ海総合公園 

　「鳴門ウチノ海総合公園」は　　　　集合：現地　11:00 

　　　　東は　紀伊水道　                                    　プラザ　10:00 出発 

　　　　西は　瀬戸内海　　　　　　　会費：1,000円 

　　　　北は　鳴門海峡　　　　　　　天候：小雨決行 

　　　　南は　子鳴門海峡　　　　　　　（休憩所・調理場屋根付） 

に繋がっており、北の鳴門海峡の渦潮　鳴門ウチノ海総合公園全景 

のイメージと対象をなす穏やかな内海   

です。 

　爽やかな海からの心地よい潮風を感 

じながら、素晴らしいロケーションに 

包まれての楽しいバーベキュー。 

　　　　お誘いあわせの上　　　　　　大勢のご

参加をお待ちしております   
 

　　　　　　　知らないと後悔する （7月号のつづき）　　　投　稿　　　　　　 

           クラシックを聞くべき４つの理由 
 

3、睡眠の質を高める 
　考え込んで眠れなかったりして、なかなか寝付けないことがありますよね、クラシックには、睡眠の質を

高める効果があります。クラシックを聞くとつい眠くなる経験ありますよね。それだけリラックス効果も高

いのです。催眠障害の治療より、クラシックを聴くほうが、効果があると最近の研究で発表されました。 
　睡眠に特に効果的なクラシック曲 
　・バッハ　　　　　G線上のアリア 
　・ベートーベン　　ピアノソナタ第14番月光  第一楽章 
　・ショパン　　　　子守歌  変二長調 
　・ドビュッシー　　月の光 
　・マーラー　　　　交響曲第5番  アダージェット 
　・モーツァルト　　ピアノ協奏曲  第21番ハ長調  第二楽章 
　・バルトーク　　　ピアノ協奏曲  第3番  第二楽章 

4、食欲を安定させる 
　クラシックは食欲をコントロールすることができます。 
例えばレストランでは、クラシックの音楽が流れると、落ち着

いて食事ができ、食べる量も少なくなります。逆にファーストフード店では照明を明るくし、アップテンポ

の曲を流すことで、食べるペースが早くなり、回転率を上げることができます。 
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2019年8～9月度　ナルク徳島 行事予定のお知らせ 
 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 

    ９ 月      

日 曜 内　容 開始 終了 場　所 講　師 

4 水 PC教室（初級） 13:00 15:00 OA研修室 岩本他数名 

5 木 絵手紙教室 13:00 15:00 V・ルーム 山花道子 

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

10 火 健康体操教室 13:30 15:00 研修室・２ 大西海斗 

11 水 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  

12 木 屋外交流会・BBQ 11:00 14:00 鳴門ウチノ海総合公園  

15 日 クリーンウォーク 08:00 09:00 山城町  

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

19 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 

26 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　 

　　　　　　　　バザーも同時開催します、出展のご協力お願いします 
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                                     2019年度　活動報告 
    6 月の時間預託点数　  前月総計 (61,668) ＋ 今月総計 (557) ＝ 累計 (62,225) 

 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） 

494 0 20 5 84 74 677 120 557 

人数 
(人） 

28 0 7 3 8 17 39 12 - 

    ６月の奉仕活動点数　  前月総計  (29,332) ＋ 今月総計 (395) ＝ 累計 (29,727) 
 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 22 0 373 395 0 395 

人数 
(人） 

0 0 8 0 34 35 0 - 

  　　　　　　　　　　　　  2019年度　会員動向 
 5月末 

現在 
入会 退会 ６月末 

現在 
平均 
年齢 

６月末在籍者明細 

世帯数 271 0 6 265 - 男性 143 36.8% 

会員数 398 0 9 389 76.1歳 女性 246 63.2% 

 

                   　歌集『⽗の⽂箱』吉村喜久⼦著の連載　  

 金 糸 雀（カナリア） 
 

      店頭に耳長く垂るるうさぎらを見むと  
　　　　　　　集ひし子の目輝く 
 

    幾度も飛び降りながら重み乗せ窪みに 
                         獲物を小鳥は得たり  
 

 　                       　    着物を楽しむ会　だより　 
　　　　　　　　　　　　   

　12月の着物を楽しむ会（製作）はお休みです。 

 　12月16日（月）のクリスマス会に参加して 

 　作品展示を行います。 

　（展示を手伝って下さる方は10時３階研修室に 

　集合） 

　10月21日（月）11月18日（月）の例会時に 

　出展下さる作品を持参してください。 

　よろしくお願いします。 090-2119-9447（山本） 
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情 報 コ ー ナ ー     

　エンディングノート説明会　 

        開催日　2019年7月11日（木）   10:00 
　　 会　場　交流プラザ・プレイルーム 
 
 
　 
 
 
 
 
 
　エンディングノートは「人生の終末」を記した

「ノート」です。でも「死のためのノート」ではな

く、「よりよく死を迎えるためのノート」です。 
　最近そのことが理解され徐々に浸透しているよう

です。大雨警報のなか、会員以外の方（7名）を含

め、20人の参加があり、中には2度目、3度目という

会員もいました。　 
　四国地域福祉実践セミナー　 

「地域共生社会を目指した新たな支え合い」をテー

マに、7月27日（土）・28日（日）四国大学におい

て、『第17回四国地域福祉実践セミナーin徳島』が

開催されました。ナルク徳島はその第2分科会「地

域共生社会を目指した生活支援の実践」において、

ナルクの活動内容を発表、200人を超す出席者が熱

心に耳を傾けて頂きました。同じ分

科会で「地区民生委員児童委員の役

割」について発表された事例の中に

興味深いものがありました。四国の

西南端に位置する土佐 
清水市は人口13,507人、65歳以上の

高齢者が約48%（かなり厳しい状

況）。その街で6 年前から「子ども

民生委員」が活動している。年度初

めに基礎教育を受けた小学５、６年生がひとり暮ら

しの高齢者宅を訪問し、安否確認と交流を行ってい

るそうです。　 
　「お体の具合はどうですか？」「何か困ったこと

はありませんか？」「何かしてほしいことなどあり

ますか？」訪問を終えると各々が訪問記録を作成

し、社会福祉協議会へ報告、必要に応じて地域包括

支援センターが対応するという仕組みです。素晴ら

しい取り組みですね。ナルク徳島も数年前から「高

齢者見守りネットワーク」を編成、「お元気です

か？」コールを始動していますが、とても参考にな

り、パワーを頂きました。  

　健康雑学－笑いの効能－続編　 

2019年5月「笑いの効能」について、掲載しました

が、今回はその「続編」です。 

    　笑い過ぎたらどうなるの？　 

　笑い過ぎてほっぺやおなかが痛い、という経験は

あるのではないでしょうか。 
笑う時には胸やおなか、腰、背中など様々な部分の

筋肉を使っています。これは筋トレにもなります。

この運動量は、早歩きほどではないですが、運動不

足の現代人やお年寄りには大変効

果があります。 
　また、笑い過ぎて涙が出ること

もあります。涙は副交感神経の作

用のみで出ると言われています。

笑いには、自律神経を活性化し、

さらに副交感神経の働きを優位の

状態にする効果があるのです。 
　大笑いしたあと、ゆったりとリラックスした気分

になるのは、この副交感神経のおかげなのです。 
　　笑いの効果　 

　鎮痛剤が手放せない重症の女性リウマチ患者26人
に落語を1時間聞いてもらう実験を行なったところ、

わずか1時間笑っただけで全員の痛みが楽になったと

の報告があります。笑いによって全身麻酔をかけた

時と同様の状態を作り出すことができるようです。 
　 　つくり笑いでも効果はあるの？　 
　同じ笑いでも、無理して笑う作り笑いはどうなの

か気になりますね。実は、作り笑いでも同じように

身体が活性化され、ナチュラルキラー細胞の働きが

活発になるそうです。ですから楽しくなくても無理

やり笑って笑顔を作ることが大切ですね。 
        笑いシワを気にせず毎日笑顔を！　 

　いくら笑うことが良いといって

も、笑ってばかりいることは女性

にとって大敵であるシワが気にな

ります。しかし、実は顔には表情

筋が20種類以上あり、シワを気に

して使わないでいると筋肉が衰え

てかえって肌のハリやツヤに悪影

響を及ぼします。 
　人間は怒ったり、強いストレスを感じると、脳か

ら「ノルアドレナリン」という、毒蛇に次ぐと言わ

れる強い毒性をもった物質が分泌されます。 
このような恐ろしい物質を出さないように、毎日溌
剌とした笑顔でイキイキと過ごすことによって、い
つも若々しく健康で、病気にも無縁で長生きできる
のです。【自然から学ぶ生命の浄化】参考 

 


