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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]  

「感動そして新たな出会いを求めて」  事務局長  木ノ内 洋 

 オープンしたばかりの介護付き有料老人ホー

ム「サンセール香里園」に勤務していた時のこと

です。当時、施設内にある「売店」の運営をナル

クにお願いしていましたが、施設にはナルク担当

窓口がおり一任していましたので、ナルクの活動

にはあまり関心がありませんでした。ところがあ

る時、ナルク「天の川クラブ」の福祉担当責任者

との打合せがあり、小生も出席しました。その時

コーディネーターの方から、施設に来ているボラ

ンティア活動者の人選について、「入居しておら

れる方々に対する言葉使い、対応の仕方、挨拶な

ど、礼儀をわきまえた心遣いのできる会員を、人

選させて貰っています。」と。このことをお聞き

し、ナルクのボランティア活動の心構えに大変感

動しました。この心構え故に、ご入居者様や職員

からもナルク活動に大きな評価を得ていたこと

がありました。 

 4 年間勤務し退職後すぐに、いろいろお世話に

なったナルクに恩返しと少しでも地域社会にお

役に立てばと思い入会したのが動機です。 入会

してすぐ、当時、「天の川クラブ」の代表であっ

た汐川さんより、「ナルクのことを知るために事

務所当番をされたらよい。それと事務所の手伝い

をしてほしい」と言われ活動したのが始まりで現

在に至っています。退職後、自由になった時間を

ナルク活動で少しずつ役立たせ、また勤めていた

会社以外の多くの方と知り合いになれたことが、

小生にとってまた一つの財産になっています。 

 交野拠点も分離独立して１０ｹ月、会員数も

200 名を越え、会員の多大な努力により、時間預 

 

託活動も毎月 200 点を超える活動拠点になりま

した。また会員の楽しみでもある文化・スポーツ

活動も今年から新たにゴルフの会・カラオケの

会・囲碁の会などがスタートし、会員同士が誘い

合い楽しい会が大いに盛り上がっています。 

 未だ、いろいろな活動に参加されていない会員

の皆様、是非、活動に参加して下さい。そのため

の手段として、現在お住まいの近くの会員が集う、

地区別懇談会の開催を企画しています。 

 なお、新しい活動として今年は「エコ活動」 

に取り組みます。会員個人がそれぞれで取り組ん

でおられる「エコ活動」を会報「いわふね」に紹

介し、会員相互の刺激材料にしていただければと

思っています。「私のエコ活動」を事務所に登録

して下さい。このことも活動の第一歩です。 

◎9 月サロン「認知症サポーター講座」（９月１８日（金）ＰＭ1：３０～３：３０）の開催場所の変更 

交野ゆうゆうセンターで開催します。ふるってご参加下さい。 

◎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 

爽やかな秋の一日、食べ放題・飲み放題、ラテン音楽生演奏を楽しみましょう。 

９月１８日（金）までに、事務所へ電話・FAX でご連絡下さい。 

◎第２回ビーズの会： １０月９日（金）クラブ事務所で、PM１：００～３：００、に開催します。 

 ネックレスを作成する予定です。材料購入のため、参加される人数を把握する必要があります。        

参加される方は、①事務所に電話・FAXで、又は②８93－2760の小井田まで申し込んで下さい。  
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ナルク１５周年記念行事：チア・リーディング「ミルキーズ」に参加して 井田 敏雄

 去る８月１０日、京都会館での標記記念大会で、

芸能フェスティバルの初頭を飾るチア・リーディン

グチーム「ミルキーズ」の一員として、３分４０秒、

意外と冷静に、チアすることができました。特に、

最後のラインダンスは平均年齢 67 才のチーム一丸

となって、気迫を表した、我ながらこれまでで一番

のラインダンスだったと思います。御指導頂いた長

谷川先生からも「最良」とお褒めを頂き、高畑会長

からも「よく続いた」とのお言葉を頂きました。 

 このチームは昨年の７月１日に発足したのです。

ほぼ全員が初心者で、サンバのリズムに始まる道の

りは険しく、脱落者が続出の中、最少必要人数の一

人となって、覚悟を決めたのが今年の初め、以後は

千里の道のり、手足の動きが何とか形になったのは

つい最近と実感しています。思えば、この長い道の

りを暖かく、時に厳しく、支えて頂いた長谷川先生、

澤田リーダー、和田さんを始め、チーム全員、枚方・

交野拠点の関係者に心から深く感謝申し上げます。 

音楽でカウントを作り、それに動きを付けたチ

ア・リーディングには、まず、迅速・正確・柔軟な

動きが出来る身体能力が不可欠で、一方でサンバの

リズムを“身に刻む”ことで乗り切れたような気が

します。特に、独得の腰振り・片足立ちは日常的に

かなり練習を積みました。お陰様で、「天の川」で

参加しているテニスでも、身体の動きが良くなり、

７０才を記念する行事であったと感謝しています。 

  そして、終わってみれば、ミルキーズのメンバー

は、古い言葉ですが、「同じ釜の飯を食った仲間」

という感じがします。ナルクの皆様に申し上げたい

ことは、「いろいろな活動に参加し、ヒトの輪を広

げることは人生をより豊かにする一歩である」と改

めて思ったチアの一年でした。 

 

長谷川先生と The Milkies ミルキーズ・交野の☆達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
編集者注：The Milky Way=天の川=銀河。無数の星雲

からなり、夜空にミルク（乳白）色の川にみえる。 

｢ミルキーズ」＝「交野→枚方を流れる天の川の☆達」。 

「☆田明星」文化祭奉仕活動者の募集 

日時：１０月１０日（土）・１１日（日） 

   ＡＭ９：００～最長ＰＭ４：００迄 

昼食：提供されます。 

持参物：上靴を必ず持参して下さい。 

駐車場：ボランティア用の駐車場を使用。 

申込締切日：９月３０日 

◎参加頂ける方は、参加日を指定して「いわ

ふね」クラブ事務所にお申し込み下さい。 

担当：山本保子（８９２－５５６２） 
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１５周年記念ﾊﾟ―ﾃｨ―に出席して  玉田 尭        

記念パーティーは、ウエスティン都ホテル「瑞穂

の間」で、６８０人を越える会員が出席して挙行さ

れた。因みに京都会館での記念行事の参加者は1300

人以上であった。 

17 時 55 分、開会の辞に続いて、彦根・京都拠点

の支部会員による琴演奏と日本舞踊が、金屏風を背

景に展開され、荘厳にして華麗な祝賀の雰囲気を醸

し出す。 

高畑会長は、挨拶の中で、「15 周年記念行事とし

て、中山道エコふれあいウオーク、芸能フェスティ

バルでのチア・リーディング、インフルエンザ流行

による本会の延期など」を話題にされ、「本日のパ

ーティで全ての行事を完了することができた」と喜

ばしく誇らしげに宣言された。「これらの行事が全

て良い方向に動いたのは、多くの関係者のご努力に

よるものである」と深い謝辞を表明され、「最後を

飾るパーティーで、各拠点の交流を深めて有意義な 

ものにして頂きたい。高齢化の波の中で、ナルクの 

様な考え方で活動すれば会員が増えるので、自信を

深めてナルクの真価を高めて頂きたい」と力強く要 

 
請された。 

最後に、「二十周年に向けてナルクを益々発展させ

ると共に、ご家族共々ご健勝で！」と乾杯の音頭に合

わせて一同立ち上がり、乾杯した。余談ではあるが、

高畑会長ご夫妻の席が、交野からの出席者３人のテー

ブルと同じというのは奇遇？ 最後に「いい日、旅立

ち」を合唱して閉会となった。 

15 周年記念では、代表三拠点の発表を聞き、芸能フ

ェスティバルを鑑賞し、記念パーティーに参加する中

で、ナルク顧問・堀田 力さんの祝辞が思い起こされた。

「ナルクの活動は、これからの社会を創り出してゆく   

パワーを表している、最先端の活動である」 

私と奉仕活動  米谷 ゆり子       

 去る７月２５日、私にとって二度目の明星の夏祭

り参加となりました。どの方のお世話をするのか、 

不安もありましたが、偶然にもＤＳでドライヤーの

お世話をしているＨさんで、心置きなく活動できま

した。お楽しみの屋台は、タコ焼き・イカ焼き・焼

きソバ等々が並び、どれも美味しそうですが、Ｈさ

んと二人で、たこ焼きを食べることになりました。

Ｈさんは食後も河内音頭を車椅子の上から楽しまれ、

「今日のお祭り、如何でしたか？」と訊ねると、満

面の微笑みがこぼれ、朝からの気疲れも、この微笑

で「スー」と引く一日となりました。 

私の活動は、仕事の合間をぬってのため、コーデ 

 

 

ィネーターの方に都合を伝えてからの活動となります

が、この６月からは月２回、参加しております。 

初めての支援は、Ｙさん（７８歳）で、腰を患って

いて杖を手放せない方です。初めの頃はどのような方

かも判らず、不安で一杯でしたが、相手に伝わっては

大変と、常に自然の笑顔を心がけ、「きっと通じるの」

の一念で活動しました。回を重ねる毎に、やがて気心

が通じるようになり、今では若き頃の苦労話やら、愚

痴までお聞きするのが日常となりました。帰る時には

「有り難う！」と言われ、「こちらこそ、ありがとう

御座いました」と素直に返せるようになった活動の歓

びに感謝しております。 

おもしろ医学ニュース（1） 「ビールは骨に優しい？」   編集者

我々の骨では、常に、分解と形成が連携して進行

していて、新しい骨が古い骨に置き換わっています。 

従って、別れた昔の恋人に、「かって貴方を愛した

骨はもう残っていないかも」と言えるのです。 

数年前、適量のビール（１～２カン）の「たしな

み」が骨の消失を抑制することが英国から報告され

ました。女性では１カン程度から、男性では２カン

で有効とのことでした。勿論、飲み過ぎは駄目です。 

最新の続報で、この作用は、ビールに含まれる有

効成分：①アルコールと②未知の成分に由来する可

能性が示されました。このビールは英国産で、残念

ながら小生が毎夜たしなむ黒エビスではありません

が、今夕から、晩酌に適量の「ビール」は如何？ 

因みに、かって小生が通った北新地でのカラオケ

愛唱歌は、「乾杯」と「骨まで愛して」でした。例

外なく飲み過ぎでしたが。 
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２００９年度 ７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 ２７１ 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 ６５/１９ 

青木茂代    籠島恵子    北尾早代子  栗田ハルミ  斉藤康子  坂元良子      

笹谷眞知子 橘 早苗   戸田和子    根間静代    福島邦子  増田文子 

村上昭子    村上寿雄  山本保子   吉田之雄  米谷ユリ子  渡邉恵美子  

渡辺陽子                                 [１１] 

きんもくせい 

（DS・買い物支援) 
４８/1４ 

池田美代子 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  

渡辺恵美子 渡辺陽子 

天の川明星DS 

(DS 支援) 
５３/1１ 

籠島恵子  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    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 ２０/  １ 早川 久代                               

 庭・植木の手入れ ２７/  ６ 井田敏雄  下原一美  西口弘子  原 章   山崎富男  吉田之雄 [４] 

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

送迎 ３/  ２ 青木茂代   小井田雅夫                            [１] 

事務所当番ほか 

 

５３/２５  

 

青木茂代    飯田則幸  北尾早代子  木ノ内 洋   小礒清子   小井田 満  

斉藤康子    酒井義行    坂元良子    下原公子    下村由紀子 高木 徹     

瀧 祥子   橘 早苗   津村芳男    戸田十九一  豊島 隆     早川嘉彦      

増田博生  増田文子  村上寿雄  山崎富男   山本保子  渡辺伊久夫  

渡邉恵美子 
奉 仕 活 動 実 績       (合計 １６９ 点） 

提供活動の内容 点数/人数  活動会員の氏名（５０音順、敬称略） 

福祉 ４７/１３ 

市村敏夫  北村順子  坂元良子  笹谷眞智子 田中暁子  谷口勝治  

溝端弘子  山本 直  山本保子  山門桂子  山崎喜久江 米谷ユリ子 

吉田之雄 

子育て ２１/  ５ 市村敏夫    高木 徹     田岡久幸    豊島 隆   戸田十九一 

NALC 活動 

 

１０１ 

  /２５ 

 

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    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 

新入会者の紹介：会報８月号以降に入会された方をご紹介します。 ご活躍をおまちしております。 

氏名（敬称略）： 松本敏夫・宥美；  住所： 市内私市山手 

行 事 予 定（会報配布開始日の9 月15 日以降のみ掲載） 

    ９月１６日（水） 囲碁の会 １３時～１５時 事務所 

１７日（木） ウオーキング  ９時３０分・集合 JR 河内磐船駅 

１８日（金） サロン（認知症サポーター研修会） １３時３０分～１５時３０分 交野ゆうゆうセンター 

２４日（木） 布遊びの会 １３時～１５時 事務所 

２５日（金） ゴルフの会（寝屋川・枚方合同） ８時２０分・集合 きさいちCC 

 絵手紙の会 １３時～１５時 事務所 

２８日（月） カラオケの会 １３時～１６時 交野レインボー 

 １０月 ２日（金） 折り紙の会 １３時～１５時 事務所 

     ６日（火） ウオーキング ９時３０分・集合 JR 星田駅 

  ７・２１日（水） 囲碁の会 １３時～１５時 事務所 

     ８日（木） 運営委員会 １３時３０分～１６時３０分 事務所 

     ９日（金） ビーズの会 １３時～１５時 事務所 

    １３日（火） 世話人会 １３時４５分～１５時３０分 事務所 


