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　　12 月 交流の日                         11 月  紅　葉　狩　り 

　   　   12月16日（月） 

　   年末恒例「クリスマス会」  

  今年のお楽しみは 

　ハーモニカグループ 

　　　「おたまじゃくし」 

　みんなで楽しく歌いましょう 

フラダンスも共演、乞う ご期待！ 
 

　　     バザーも同時開催　    

　　　11月14日  交流の日   

　　　　　日帰りバス旅行 

  　　　「土柱ランド新温泉」 

　　　　　世界三大奇勝 
　　❖ アメリカのロッキー山脈、 
　　❖ イタリアのチロル地方の土柱　　

　　❖ 徳島県阿波市の土柱 
　アメリカ・イタリアは日帰りできませ 
んので、とりあえず今回は阿波市の土柱 
をたずねてみましょう。　 
天然記念物に指定された波濤嶽、地球の 
神秘に胸が熱くなるに間違いありません。  
　 
 　　✤ プラザ出発10:00   帰着15:00 
　　 ✤ 参加費：4,000円（送迎バス）　  

 

　　　　　　　　　　　　　健 康 寿 命 U P 術　（9月号のつづき）     　　投　稿　　 

　      外出機会や交流が減ると 
                            死亡率が２.２倍に 
「脳を活性化するには、他人と対面してのコミュニ

ケーションをもつことが必要なのです。 
若いころから趣味やボランティア活動等を行って、

人とのコミュニケーションが維持されていると、高

齢になっても、活動的で健康な生活を送りやすいと

考えられます」　研究チームは、2004年度からシニ

ア世代による学校支援ボランティア「りぷりんと」

を展開している。子供たちへの絵本の読み聞かせを

主な活動とし、参加した高齢者は、 
　　✽ 記憶機能の向上、 
　　✽ 状況対応能力や知的好奇心の低下の抑制、 
　　✽ バランス能力の改善、など 
　さまざまな効果が現れた。 
「高齢者人口が増える中で　

元気な高齢者が、助けが必　 
要な高齢者を支えるなど、心 
身機能に応じた社会参加 ↗ 

活動が重要になる。それが結果として心身の健康に好

影響をもたらすのです。 
元気な高齢者が地域の担い手となる多世代共生社会の

実現が、必要だと思っています」。 
老後は隠居して一人で余生を過ごすというのは昔の

話。若いうちからの心がけで健康寿命はどんどん伸び

ることが実証されつつあります。 
　✦ 老後を元気に過ごすための心構え 

❖ 中年期から仕事以外の趣味や運動習慣を持つ 
❖ 定年後も元気なうちは、仕事や地域のボラン

ティアに取り組む 
❖ 元気な高齢者が子育て支援や病気などで弱っ

た高齢者を支える意識を持つ 
❖ 1日1回は外出する 
❖ 身体活動量が衰えてきたら趣味に取り組む 
❖ さらに体だ衰えてきたら、友人や近所づきあ

いなどで交流を楽しむ 
❖ 通所サービスが必要になったら元気な高齢者

に支えてもらう　 
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                           2019年10～11月度　ナルク徳島 行事予定のお知らせ 
 １０ 月      

日 曜 内　容 開始 終了 場　所 講　師 

2 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 エコみらいとくしま 大西海斗 

    3 木 絵手紙教室 13:00 15:00 V・ルーム 山花道子 

10 木 サロン　防犯対策・見守り隊 10:00 12:00 V・ルーム 矢部・早見 

  手話勉強会 13:30 15:00 V・ルーム 内田陽子 

11 金 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  

16 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 

17 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 

20 日 クリーンウォーク 08:00 09:00 山城町  

21 月 着物を楽しむ会 13:00 15:00 ２階会議室 山本節子 

24 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 

    １１ 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　日帰りバス旅行 09:00 16:00 土柱ランド新温泉  

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 ２階会議室 山本節子 

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

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 

27 水 健康体操教室 13:30 15:00 エコみらいとくしま 大西海斗 

28 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 
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　　　　お問い合わせは０８８－６１５－１０６６（ナルク徳島）へ 
　　　　　　　　　　 2019年度　活動報告 
     7月の時間預託点数　  前月総計 (62,835) ＋ 今月総計 (579) ＝ 累計 (63,414) 

 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 10 15 82 83 684 105 579 

人数 
(人） 

26 0 5 5 8 21 40 12 - 

    ７月の奉仕活動点数　  前月総計  (30,112) ＋ 今月総計 (432) ＝ 累計 (30,544) 
 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） 

30 0 28 0 374 432 0 432 

人数 
(人） 

5 0 11 0 34 38 0 - 

  　　　　　　　　　　　　  2019年度　会員動向 
 ７月末 

現在 
入会 退会 ８月末 

現在 
平均 
年齢 

                        ８月末在籍者明細 

世帯数 263 1 6 258 - 男性 138 36.6% 

会員数 386 2 11 377 76.0歳 女性 239 63.4% 

 

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

 金 糸 雀（カナリア） 
 

    八月は戦死せし人よみがへる　　　　　 　

　　　　　　父と叔父との顔われ知らず 
 

    夏祭りの金魚掬ひはいつよりか 
                      子亀になりて摘まれてをり 
 
 

         お願い  　　皆さん断捨離はおすみですか ？ 
　　　今年は12月16日（月）にクリスマス会を開催します。 
　　　　　　　　同時にバザーも開きます。 
　　　  不用品がありましたらバザーに出展お願いします。 
      　 

       持ち込みは12月12日（木）ですが、ご連絡いただければ取りに行きます。 
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 　　　　　　　　　　　　　　　　情 報 コ ー ナ ー　　　　　　　　　 

 　　     9月12日（木） 交流の日 
　　　        屋外研修会：BBQ大会 

　　　　　（鳴門ウチノ海総合公園）　 
   

　　 
　関東地方を直撃した台風15号の影響で前夜から雨

模様、明け方には小降りとなり、開始の11時頃には

青空が広がり、雨上がりの清々しい空気の中、お知

らせのあと、シニア体操からBBQ大会を開催。 
今回はホタテから始まり、柔らかい最高級霜降り、

阿波尾鶏、ソーセージ。しばし休憩の後、締めはや

はり焼きそば。 
好天に感謝し、たらふくいただきました。 

　  
 
  
 
 
　健康体操教室　10月2日（水） 

　ナルク徳島は「環境保全に貢献している」という 
ことが認められて、徳島県「エコみらいとくしま」

（徳島市西新浜町2丁目3-102）の会議室の使用を 
許可されました。 
　この度、試験的に健康体操教室を開催。初めてに

も拘わらず16人の参加者があり、1時間半汗を流し

ました。今後もこの施設で色々な催し物を開催する 
予定。次回は 11月27日（水）午後1時30分より、 
「健康体操教室」を開催します。 
多数ご参加ください。 
 
　着物を楽しむ会からのお知らせ 
✦ 10月21日、11月18日は2階会議室で開催します。 
✦ 12月16日（月）はクリスマス会に参加し、作品を 
　　展示します。展示を手伝ってくださる方は、当

　　日10時にプラザ3階研修室に集合して下さい。 
 
　健康マージャン教室からのお願い 
「飲まない」「吸わない」「賭けない」をモットー

　にする健康マージャン、 
　人と人とのコミニュケー

　ションを図り、脳トレに

　良し、認知症予防に効果 
　場所を探しています、情

　報あればお知らせ下さい 

　健康雑学　　睡眠と夢　（9月号のつづき） 

    　ノンレム睡眠　　　　　　　　　　　　　　　 

    この睡眠のとき眼球は上転して、まぶたを開けて

みると白目をむいています。 
ノンレム睡眠でも夢を見ることはありますが、レム

睡眠のときほどはっきりした夢ではありません。 
脳波はデルタ波となり、寝返りを打ったり、いびき

をかいたりするほか、呼吸が止まってしまうことも

あります。これは眠りが深いためで、普通の人でも

一晩に２～３回はおきているそうです。 
    　SAS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　山陽新幹線で居眠りした運転士のSASは記憶に新

しいと思います。これは、睡眠中に呼吸停止が頻発 
して眠りが浅く、日中に眠気が消えない睡眠障害の

一種です。この運転士は、①SASの目安である「１

時間20回の呼吸停止」を大きく上回り、40回以上呼

吸が止まった、②血中酸素濃度が健常者の96～97％ 
に対して75％以下で極めて低い、ことなどから「重

症のSASと診断されたそうです。 
　　最適な睡眠時間は？　　　　　　　　　　　　 

　ぐっすり眠るという言葉どおり、それが質の良い

眠りです。人は何時間眠ればよいかという疑問があ

りますが、一番大事なことは、その人が気持ちよく

目覚めその日一日中爽やかな気分でいられる睡眠時

間でしょう。 
◆ 短時間睡眠者　 

６時間以下の睡眠で十分であったと言われているナ

ポレオンやエジソンなどがその代表。性格は外交的

で自信家が多いと言われています。 
◆ 長時間睡眠者　 

９時間以上ねむらないと普通に生活できなかったア

インシュタインなどがその代表。彼は内向的で芸術

家センスがあったそうです。一般論としては、よく 
考える人の方が脳をより多く使うので、十分な睡眠

で脳を休ませる必要があるのでしょう。（つづく） 
　　　【自然から学ぶ生命の浄化】参照 
 
　絵手紙教室 

2016年10月に開講して３年 
皆さん大変腕をあげました。 
　今月の作品です。 
 
絵手紙教室は毎月第１及び 
第３木曜日 午後１時より２ 
時間 開いております。 
常時、生徒を募集しておりま

す、気軽に覗いてください。 

 


