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NALC       交野                     

 
拠点 会報                                    

ボランティア活動のご相談・ご用命は 

TEL：０７２－８００－８１４１ 

FAX：０７２－８００－８１４５ 

ﾒｰﾙ：nalc-katano@alto.ocn.ne.jp      
ボランティア活動の内容は 

H P：http://hk-nalc.jp/katano 
題字：坂野小夜美会員作 写真：JR 河内磐船駅前[いわふね]  

「いわふね」のマリア様達と共に  運営委員（広報担当） 小井田雅夫  

退職して納税額が少なくなった途端に、小泉変革に

より、国民として「切り捨て御免」寸前となった Koidas

は、1976 年春、ｼｶｺﾞからの帰途、全財産を使って、約

１か月間、ﾌﾗﾝｽ→ｽｲｽ→ｲﾀﾘｱ→ｷﾞﾘｼｱとﾖｰﾛｯﾊﾟ文明の流れ

を遡上したことがあります。ﾊﾟﾘのﾙｰﾌﾞﾙ美術館でﾓﾅ・

ﾘｻﾞ、ｳﾞｨｰﾅｽ、ﾌｨﾚﾝﾂｪのｳﾌｨｯﾁ美術館でﾎﾞｯﾁﾁｪﾘのｳﾞｨｰﾅｽ

の誕生、ﾊﾞﾁｶﾝでﾋﾟｴﾀやｼｽﾃｨｰﾅ礼拝堂など、欧州白人の

ｳﾞｨｰﾅｽとﾏﾘｱに集約され捧げられた強烈な信仰と慕情、

これらを展示する宮殿・教会・墓地の豪華さに、心底、

圧倒されました。欧州の文化と比較して、本邦の文化

の「可愛らしさ」を思い知ったものでした。当時、こ

れらの作品は、全て、ほぼ無防備に展示されていて、

ﾎﾞｯﾁﾁｪﾘの作品などは高校の文化祭のように書架に所

狭しと並び、教科書で見ていなければ通りすぎそうな

状態でした。閑散とした館内で、ゆるりと、心ゆくま

で鑑賞できました。この遡上の旅以前、米国がﾍﾞﾄﾅﾑ反

戦運動・ﾋｯﾋﾟｰ族出現などで騒然としていた the late 

sixties と呼ばれた 60 年代後半、最初の留学地：NY の

３年間、足繁く通ったﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ美術館等でも、経験し

たことの無かった、「打ちのめされたような、己の無

知を悟った虚脱感！無力感！」を味わったものです。 

 宗教心が薄く、ｸﾘｽﾁｬﾝでもない小生には、これらの

偶像に集約された信仰や慕情を実感することは出来ま

せんでしたが、小生の目には、ヴィーナス→マリア？

と映ったことは否定できません。 

 我々、哺乳類では、少なくとも離乳期迄（近頃の本

邦社会では、時に、成人後も？）は、母性の哺育下に

あり、「慈愛深きマリア様」は、今も、我々、「終老

の男共」が最後に頼れる宇宙のようです。 

 

西表島の「☆の砂浜」にて：海岸の砂は星状サンゴの殻

で、干潮時には左上の島の背後まで散歩が可能 

 昨年、家内主導でNALC に加入し、皆さんの懸命 

な時間預託活動を見学し、会報の記事を読むうちに、

「いわふねにも多くのマリア様が！」という予感、そ

して会報の編集のために、もろもろの時間預託活動を

取材するうちに、予感が実感となりました。 

 小生は、これまで送迎・通院・外出介助・家事援助

を見学・体験したものの、デイサービスは未体験で、

我々のマリア様からは「出来ないものは無い」と叱ら

れそうですが、NALC の憲法にある「出来る方法で」、

会報の作成以外でも、活動したいと思っています。 

 NALC での活動内容を、摂南大での教え子達に話し

た所、最初の反応は、異口同音に「何故ですか」、「嘘

でしょう」、「本当ですか」、次は「どうしはったん

ですか」と心配そうな顔で見られる始末でした。小生

の過去の言動からは想像もつかない活動のようです。

それは兎も角、「いわふね」のマリア様の慈愛に浴し

ながら楽しく活動出来ればと願っています。

９月サロン「認知症サポーター講座」：  ９月１８日（金）午後 1 時３０分～３時３０分、いわふね

クラブ事務所で開催致します。ふるってご参加下さい。            詳細は折り込み参照 

２００９「秋のつどい」：  １０月１５日（木）（前夜祭）と 16 日(金)（雨天決行）に開催致します。     

場所：星の里いわふね  参加費：５００円（食べ放題・飲み放題）    詳細は折り込み参照 
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「わいわいネット」に行ってみませんか  事務局

昨年、交野市役所別館に入って正面に、標記「わい

わいネット」が開設されました。その目的は、 

①登録団体から情報を収集し、イベント情報や会員 

募集などの情報や掲示を案内する。 

②ロビーを使って市民や団体間の交流、連携を図る。 

③市民活動や街づくりに興味がある方への情報提供。 

早速、我が「いわふねクラブ」も目的に合する団体

として登録しました。自由に部屋に出入りし、「わい

わいネット」に登録された市民活動に取り組む団体の

活動内容やイベント情報等を調べることが出来ます。                

「いわふねクラブ」としては、NALC の概要・活動内

容の紹介パンフレット、入会案内パンフレット、本部・

交野拠点会報などを団体紹介ファイルとして設置し、

広く市民の皆様に閲覧を頂いております。また、本年

４月には、「わいわいネット・ロビーコンサート」が

開催され、登録団体によるヴァイオリンとハープ演奏

会がありました。ぶらっと 立ち寄ってみて下さい。

７７７おもしろいことが見つかるかもしれません。 

なお、利用時間は、毎週、月曜日から金曜日（祝日・

年末年始を除く）の午前９時から午後５時までです。

「子供安全見守り隊の一日」      戸田十九一        

 現在、「いわふねクラブ」で承認されている子供安

全見守り隊は、郡津小学校（担当者：豊島・高木・市

村）、旭小学校（同：田岡）、妙見坂小学校（同：戸

田）の三校で、各小学校単位で運営されています。 

NALC 会員でまだ、申請されていない方は事務所に

届け出をお願いします。奉仕活動点数が付与されます。 

 妙見坂小学校の私が所属しているグループは毎週火

曜日・木曜日に活動しています。妙見坂地区・南星台

地区は別途活動されています。個人的な用も含めて参

加できない時はリーダーに連絡して了解して貰ってい

ます。登録メンバーは三十人程度ですが、毎回、十数

名が参加しています。 

 三時頃、自宅を出発して各自所定の場所に到着しま

す。一年生がふうふう言いながら坂道を登ってきます。 

ちなみに妙見東地区の通学路は校門を出てすぐ上り坂 

になっていて、一番上の５丁目まで約八十メートルほ

どの高度差があります。それを毎日上り下りするため 

か健脚になり、冬場のマラソン大会では優秀な成績の 

子が多いようです。だいたい４～５人のグループで話

をしながら帰ってきます。「ただいま」「おかえり」

の挨拶をします。夏場になると、水筒の水も無くなっ 

て、「もう空っぽや」「おっちゃん、喉渇いた」「今

日のプール、面白かった」 いろんな話をしてくれます。 

そのあと６時間目が終了して帰ってくる４時頃まで

は大人の井戸端会議ならぬ情報交換の時間になります。 

政界・経済・市政・自治会・隣近所の問題点等々。 

この時間帯に通学路の点検をします。高学年が帰っ

て来ました。ランドセルをじゃんけんして負けた者が

交替して持ったり。塾の時間が気になるのか「今何時

ですか」と問われたり。下校中にもかかわらず母親が

塾の道具と鞄を交換して自動車で送って行ったり。喧

嘩したのか一人でとぼとぼ帰ってくる子など。現代の

子供社会の一面を見ているような気がする今日この頃

です。 

７月サロン・「ビーズの会」   小礒清子 

 第 1 回ビーズの会に参加し、和気あいあいと、飲・

食・お喋りの中で、楽しい一時を過ごしました。不器

用な私にも、携帯電話につけるストラップを創作？す

ることができ、早速、携帯電話に飾りつけて、眺めて

います。陰に陽に、いろいろとお世話下さる世話人の 

方々、そして先生の小井田満会員に感謝しております。 

ナルクの憲法「できる事を、できる時に、できる方法

で、ボランティア活動をして親睦を計り、楽しい日々

を健やかに送る」にならい、「自分に何が出来るかを、

もう一度考え直して、一人でも多くの方とふれ合い、

支え合えることが出来れば」と思いを新たにしました。 

 

出来上がった色とりどりのストラップ 
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「カラオケ部会がスタートしました」   村上寿雄   

６月 22 日、第一回目の歌い始めには、総勢１０名

が参加されました。歌える曲数が少なくなってはと２

室に分かれることも考えましたが、「一緒に楽しむ」

という原則を最優先して、１室に決めました。 

皆様のレパートリーは、演歌・歌謡曲・フォーク・

洋楽と広範囲にわたり、独唱から混声合唱まで、それ

ぞれ得意の分野で、美声（時に怒声）を競い、盛り上

がりました。巧拙もピンからキリまで許容し、禁酒・

禁煙の中で、肺活量のトレーニングに向いた健康的な

雰囲気を楽しむことができました。 

「いわふね」会員の皆様、ともかく、一度は覗いて

下さい。カラオケというと、アルコール・紫煙・騒音

の悪印象がありますが、昼間は会場もがら空きで、予

約も当分必要なさそうな状況です。 

会場は他にも多々ありますが、もし皆様の愛用され

ている所がありましたら、ご紹介下さい。随時、試用

して、気の向くままに、会場の巡回も考えています。 

 

 

「ハウスヘルパー（HP）コーディネーター考」  山崎富男 

「山崎さん、ナルクに入りませんか？」、「ボラン

ティア団体のナルクに入って色々な活動をされると良

いと思いますが、どうですか？」 二年程前から、親

しくしている近所の奥さんに熱心に勧められました。 

今思えばこれが「天の声」だったかも知れません。当

時、長年の会社勤めの間、控えていた旅行・登山・釣

り・ラジコン飛行機やヘリの制作や飛行などに十数年

没頭していました。当然「ナルク」の存在もつゆ知ら

ず、「シルバー人材センターみたいな所かなあ」とい

う程度で、度重なる熱心なお勧めに対して、生半可な

返事を繰り返していました。 

そのような私が入会した契機は、実は「少しは他人

様の役に立つことでもしたらどうですか」との「妻の

声」でした。今思えば「適当な気持ち」で入会書にサ

インしたと思います。ところが、ナルク主催の様々な

会合に出席し、先輩会員のお話を聞くうちに、「本格

的に活動に参加すれば、第二の人生が開け、会員のお

役に立てれば生き甲斐にも」と思えるようになり、昨

年の「コーディネーター養成講座」に参加してコーデ

ィネーターの資格獲得後、本格的な活動に入りました。 

 私が担当しているのは「ホームヘルパー」（会報 5

号・３P 参照）です。平たく言えば「家屋に関する何 

でも便利屋」の仕事です。この仕事を選んだ理由は、 

「私は生まれつき、他の人と比較して、手仕事に器用

な方だ」と自信があり、担当させて頂いた次第です。 

最近担当した分野は、「網戸の張替」、「家屋の大

掃除」、「水道ホースの付け替え」等です。今年に入

ってからは何故か件数としては多くありません。会員

の皆様、どうか、遠慮無く何でもご相談下さい。 

下記の作業基準によって作業に当たっています。 

①会員の希望や意見をよく聴いて、出来る限りそれら

を尊重して作業を行う。作業の押し売りをしない。 

「網戸の張替」でも下記のような選択肢があります。 

 ○多数の網戸のうち、「どれを」を張り替えるか？ 

 ○メッシュと色はどれを選択するか？  

 ○「固定用ゴム」や「戸車」は補修か交換か？ 

 ○必要な材料の購入は自行か代行か？ 

 ○廃棄物の処理は可能か？ 自行が代行か？ 

②希望される仕事を、出来るだけ「短時間」に「最適」

の経費で完成する。例えば、必ずしも高価な材料が

良いとは限らず、ご高齢の会員の住居の場合、古い

住宅の場合、全体のバランスや経済的な事情を無視

できないこともあります。  

かくかくしかじか、新米のコーディネーターですが、 

会員の皆様のアドバイス・御指導をお願い致します。 

 
三毛♀：２才半 

急告：「新しい飼い主募集中」 

転居先の事情で飼えません。 

避妊処置済・トイレマナー完

璧・性格は穏和・賢いです。 

☆事務所にカラー写真展示中。 

吉本：８９４－２５２３ 又は 

青木：８９２－７２１１まで 

ご連絡下さい。 
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２００９年度 ６月期： 時 間 預 託 活 動 ・ 奉 仕 活 動 の 報 告 

時 間 預 託 活 動 実 績 （合計 ３０８ 点）                                      [利用者数] 

提供活動の内容 点数/人数 活動会員の氏名（５０音順、敬称略） 

家事・介助・その他 ７７/２１ 

青木茂代    籠島恵子    北尾早代子  栗田ハルミ  坂元良子    笹谷眞知子

鈴木美枝子 角崎百合子 橘 早苗  戸田和子    中泉佐祁子 根間静代    

福島邦子    増田文子    村上昭子    村上寿雄  山門桂子  吉田之雄 

米谷ユリ子 渡邉恵美子  渡辺陽子                 [１０] 

きんもくせい 

（DS・買い物支援) 
５２/1４ 

伊藤道子    岡 美津子   小川七津子  北尾早代子  下原公子    下村由紀子  

新庄悦子    谷口頼子    津村芳男  戸田和子    山門桂子  吉田之雄    

渡邉恵美子  渡辺陽子 

天の川明星DS 

(DS 支援) 
４９/1４ 

籠島恵子  斉藤康子    坂野小夜美 坂元良子    田中暁子    中泉佐祁子  

中野雅子  根間静代  原 智佳子   増田文子    溝端弘子    村上せつ    

山崎喜久江  米谷ユリ子 

ｴｲｼﾞﾌﾘｰ・ﾗｲﾌ星が丘 １２/  １ 早川 久代                               

ハウスヘルパー ４/  ２ 山崎富男  山本 直                        [１] 

庭・植木手入れ ４９/  ７   
青木茂代  飯田則幸  井田敏雄  豊島 隆  山崎富男  吉田之雄 

渡辺伊久夫                                                       [５] 

パソコン指導 ２/  １ 玉田 堯                                                         [１] 

送迎 ８/  １ 小井田雅夫                             [１] 

事務所当番ほか 

 

５５/２７  

 

青木茂代    飯田則幸  井田敏雄    市村敏夫    北尾早代子  木ノ内 洋   

斉藤康子    酒井義行    坂野小夜美 坂元良子    下原公子    鈴木美枝子  

高木 徹     瀧 祥子   田中暁子    津村芳男    戸田十九一  豊島 隆      

早川嘉彦    原 智佳子   増田博生  増田文子  村上寿雄  山崎富男   

吉田之雄    渡辺伊久夫  渡邉恵美子 
奉 仕 活 動 実 績       (合計 １２０ 点） 

活動の内容 点数/人数  活動会員の氏名（５０音順、敬称略） 

福祉 １６/  ８ 
岡美津子  北尾早代子 下原公子  下村由紀子 戸田和子  山門桂子 

吉田之雄  渡辺陽子 

子育て ２６/  ５ 市村敏夫    高木 徹    田岡久幸    豊島 隆   戸田十九一 

NALC 活動 

 

７８/２６ 

 

 

青木茂代    井田敏雄    魚住富美子  北村恵子    木ノ内 洋   小礒清子 

小井田雅夫  斉藤康子    酒井義行    佐々木新子  下原公子    下村由紀子 

高木 徹     瀧 祥子     橘 早苗     田中暁子    玉田道子    津村芳男 

戸田十九一  豊島 隆     中野雅子    増田文子    村上寿雄    山崎富男 

渡邉恵美子 渡辺陽子 

事 務 局 だ よ り 

行 事 予 定（会報配布開始日の８月1８日以降のみ掲載） 

８月 ２４日（月） カラオケの会 １３時～１６時 村野レインボー 

２８日（金） 絵手紙の会 １３時～１５時 事務所 

９月  ２・１６日（水） 囲碁の会 １３時～１５時 事務所 

４日（金） 折り紙の会 １３時〜１５時 事務所 

１４日（月） 運営委員会 １３時３０分～１６時３０分 事務所 

１５日（火） 世話人会 １３時４５分～１５時３０分 事務所 

１７日（木） ウオーキング  ９時３０分集合  JR 河内磐船駅前 

１８日（金） サロン (認知症サポーター講座) １３時３０分〜１５時３０分 事務所 

２４日（木） 布遊びの会 １３時～１５時 事務所 

２５日（金） 絵手紙の会 １３時～１５時 事務所 

２５日（金） ゴルフの会（寝屋川・枚方合同）  ８時３０分集合 きさいちCC 

２８日（月） カラオケの会 １３時～１６時 村野レインボー 


