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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]  

「元気の ひ・み・つ」 運営委員 青木 茂代

我々シニアにとって、一番の関心事は、何と言って

も、“健康”でしょう。今現在、いかに清く正しく生

活（過去は問わず）していても、認知症サポーター講

座を受講して「は・や・ゆ・み」(注)を理解・実行し

ていても、市販のサプリメントを規則正しく飲んでい

ても、心配は絶えないのです。 

これこそ、ネガティブ（悲観的・後ろ向）になりが

ちな、シニアの癖かも？ いえ、現実に体のあちこち

が悲鳴を上げていることは、正に、現実だからです。 

最近、“悲観的になると、それ自体がかえって悪い

方向へ向かってしまうかも”という調査結果が報告さ

れています。50～79 才の米国女性10 万人を、アンケ

ート調査で、①ポジティブ（楽観）型、②チョイ楽観

型、③チョイ悲観型、④悲観型に四等分し、8 年間追

跡調査した所、①では心臓病の発生率が、④と比べて

９％低く、ガンを含めた総死亡率も14％低かったので

す。また、悲観的グループ③と④の比較で、心臓病で

差はないものの、④ではガン死亡率が23％と高く、総

死亡率も16%と高かったのです。 

さらに、男性でも、“生活を楽しんでいる意識の高

い”楽観型で、脳梗塞や心臓病のリスクが低いという

日本発の事例も報告されています。 

幸いなことに、我がNALC いわふねクラブは、“体

も頭もすっきり元気になる”という“いわふねサプリ

メント”満載です。ウオーキングやゴルフで足腰を鍛

え、囲碁で頭をもみほぐし、布遊び・折り紙・絵手紙・

ビーズで、手先を使って右脳を鍛え、サロンでお勉強、

カラオケでストレス発散、遊びから入るNALC もまた

良し、大歓迎なのです。良かったら、あなたに合った

サークルを自ら立ち上げてみるのも、如何でしょう。 

60 才からの青春を、皆で楽しく、ポジティブに生き

てみませんか？ 

(注)：は＝はっきり；や＝やさしく；ゆ＝ゆっくり；

み＝みじかく。会報10 月号のサロン「認知症サポー

ター講座」参照。 

 

10 月15 日： 秋のつどい・前夜祭

10 月16 日：秋のつどい： 渡邉恵美子・青木茂代・ 

渡辺陽子・田中暁子さん 

天の川明星 [Xmas・もちつき会] 奉仕活動のお願い 

日時：12 月19 日(土)・20 日(日)；AM11：３0～ 

場所：星田明星４階ホール； 

昼食：不要（提供されます） 

持物：上靴・お茶・エプロン・小椅子（交野事務所に

あるものを利用して下さい） 

実施要領：利用者さん一人に、ボランティア一人が付き

添って楽しんで下さい。 

終了時間：利用者さんが帰途に着かれたら終了。 

遅くともＰＭ4 時には終了。 

◎活動頂ける方は、お名前・活動予定日を、 

12 月10 日までに、事務所までご連絡下さい。 

担当：山本 保子（８９２－５５６２） 
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「おでん作り」 おり姫 
私はナルクのメンバーになって何年にもなりま

すが、「いわふねクラブ」になってやっと、天の

川明星での月１回の活動をさせて頂くようになっ

た時に、「秋のつどい」のお誘いを頂きました。

思わず「何かお手伝いをすることはありませんか」

とお訊きすると、「おでん作り」がありますとの

こと。長年、主婦をして来ましたので、これなら

私にも出来ると思い、お引き受けすることとなり

ました。 

9 月 12 日、事務所で材料の品数、持参する物の

割り当て等の話会いがあり、15 日に材料渡しで受

け取りに行きますと、一袋に、それぞれの材料を

入れて下さっておりましたのは嬉しかったです。

材料の中に、「おでんの素」も入っており、味付

けが心配でしたが、助かりました。大根の「下茹

で」は何時もより早めに上げれば良かったなと思 

いました。 

当日は、リーダー坂野さんの「やけど等をしな

いように、無事故で頑張りましょう！」の掛け声

で始まり、皆さんナルクのメンバーなので、始め

てお会いした人達とも、和気あいあい、ご自分の

持ち場で、それぞれ、手際よくされているのを見

て、ナルクでの初体験の私は感動しました。  

このようにして出来上がった「おでん」は大好

評、大鍋の「おでん」がみるみる売れて行き、30

分ぐらいで無くなったのには、ビックリしたり、

感激したり。  

秋晴れのもと、楽しい心も晴れ渡る一日を過ご

させて頂き、御世話下さった皆様に、心から感謝

申し上げます。ナルクのメンバーで本当に良かっ

たと思えた貴重な１日となりました。

「秋のつどい」に参加して」 津村 芳男 
爽快な秋晴れのもと、今年も「星の里いわふね」

で、「ナルク天の川・いわふねクラブ」合同の「秋

のつどい」が行われました。 

前夜、14 人のお宅で煮込み・味付けしたものを

持ち寄りました。一度に 100 人分は出来そうな大

鍋で 1 時間前からマキで煮込み準備しました。私

はカマド担当、皆さんから、「鍋の蓋が燃えてい

るよ」とか、「やけどに注意して」とか、大騒動

しながら用意しました。     

高畑会長、上田代表、豊島代表のあいさつの後、

パーティー開始、昨年を上回る程の参加で、「お

でんコーナー」も戦場のような忙しさでしたが、

12 時頃には、ちょうど良い加減で売り切れとな。 

りました。 皆さんの評価も上々で、多数の方か

ら、「このおでんはウマイ」と、お褒めの言葉を

頂きました。担当の皆様が持ち寄った「愛情ブレ

ンド」だからでしょう。私も一段落した後、ビー

ル片手に、焼き鳥、焼き肉、焼きそば、そしてお

でんとフルコースを味わいながら地区の方、囲碁

仲間、きんもくせいのボランティアの方達と、親

しくお話することができました。 

第２部のチア・リーディング「ミルキーズ」の

更に洗練された素晴らしい演技（お世辞ではなく、

皆さん、20 才は若返って見える）に感動し、来年

も参加しようと思いながら、家路につきました。 

  
「ウマイ」 おでんに殺到 

渡邉恵美子さん・田中暁子さん 

 
下村由紀子さん・下原公子さん 

交野の四使徒： 吉田、早川、市村、高木の各氏 
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「ビーズワークへの誘い」 小井田 満 

数年前、体調を崩して以来、遠ざけていたビ 

－ズ・ワークですが、NALC の方達と一緒に、 

再挑戦することにしました。 

8 月に携帯ストラップ、10 月にスリーウエ

イ・ネックレスを作りましたが、例え小品でも、

一つの作品を決定するまでには、基本デザイ

ン・配色をあれこれ考え、何度も、試作をくり

返します。体力・視力の衰えと格闘しながらの

作業は、きつい時もありますが、実は、楽しん

でいる自分もいます。 

辞書によると、bead は孔の空いたガラス・木・

石など、複数の beads は、数珠、数珠玉のネッ

クレス、ソロバン、ロザリオなどを意味します。

ビーズワークは、それを身に付ける人に、幸せ

が訪れるよう、願いを込めて創りますが、その

細やかな指先の作業は老化防止にもなります。 

 
写真：左から、第 1 回、第２回の作品。右端は、

11 月 12 日（木）の第３回で創る予定の作品で

す。自由参加です。各自、ハサミをご持参下さ

い。来年は、皆様の創作された作品がバザール

に並ぶことを、夢見ています。 

「雑感」 吉田 之雄 

私が故・鈴木美枝子さんの紹介で、NALC に入会したのは、昨年の 12 月です。それ以来、もう一年 

近くが経ちました。鈴木さんは、他人に対して細やかな心づかいをされる一方で、内なる強さを秘め 

た方で、いろんな面で、勇気・元気を頂きました。よく、「私は、果たして、お役に立っているのだ 

ろうか」と自問・自答し、事務所当番に始まり、草取り、きんもくせいでのお買い物支援、送迎と、 

ともかく、ひろく活動することを心がけています。買い物支援では、色んな注文を受けます。宝くじ・ 

ひげそり・ノンアルコールビール・抹茶など、買い物を通して、楽しんでおられる様子は、同時に私 

の楽しみにもなっています。 

「インディオ音楽とアフリカの人権運動」 運営委員 小井田 雅夫 
秋のつどいの最終章は SOL de los ANDES によるインディオ音楽の紹介でした。知ってる曲はあま 

りなかったのですが、NY ブルックリン出身で「Sound of Silence」、「Mrs Robinson」などで売り

出したフォークグループ：サイモン＆ガーファンクルが英語で紹介した「Condor Pasa」（コンドル 

は飛んで行く）は小生の数少ないカラオケ・レパートリーの一つです。 

大航海時代以来、アフリカ・アメリカ・オーストラリアなど、新大陸に散らばった白人共が、所か 

まわず、残虐・非道な植民地支配を行い、現地人のまともな国家建設を行わせなかったことによって、

特に、アフリカでは、ソマリアなどのように、社会構造そのものが無い状態が今も続いています。 

このような状況のなか、アフリカの国々では、サイモン＆ガーファンクルの「明日にかける橋」が現

地人の独立運動に欠かせない歌として周知されていると聞きます。 

アジアでは東南アジアを中心に、第二次世界大戦で、日本が一時的にせよ白人共を植民地から駆逐

したのが契機となり、アフリカのような露骨な植民地支配は現在では表面上？なくなりました。 

はてさて、中央アジアはどうなりますか。 

エコライフシリーズ① 「私のエコライフ」 代表 豊島 隆 
１. 雨水の活用：右の写真のように、雨樋を改造して、雨水をバケツ・如雨

露(jorro）に受け、２L のペットボトル 10 本に分注し、草花類の灌水に

使用しています。セコロジーからエコロジーに昇格できるかどうか。 

２. 植樹行事への参加：新聞社などの主催する次の行事に参加しています。 

①「四万十の森」づくり植樹祭、 

②比叡山「ほうとうの森」大植樹祭、 

③大阪湾ベイエリア「はじまりの森」植樹祭   

何れも、宮脇昭（横浜国大・名誉教授）の指導を受けながら、カシ・ツゲ

などの広葉樹を植樹しています。 
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預託活動・奉仕活動内容の報告 

時間預託活動 （2009 年 9 月実績、合計 236 点） 

提供活動の内容 点数/名 活動会員の氏名 (50 音順、敬称略)              [利用者数] 

家事･介助･その他 78/16 
青木茂代    市村節子    籠島恵子    北尾早代子  栗田ハルミ  坂元良子  

下村由紀子  田中暁子    戸田和子    福島邦子    増田文子    村上昭子 

山本保子    米谷ユリ子  渡辺伊久夫  渡辺陽子         [１０] 

きんもくせい DS 

(デイサービス支援) 
(買い物支援) 

46/15 
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   

吉田之雄    渡邉恵美子  渡辺陽子 

天の川明星 DS 

(デイサービス支援) 
46/13 

斉藤康子    坂野小夜美  坂元良子    笹谷眞智子  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 16/１ 早川久代 

庭・植木の手入れ 3/１ 下原一美                                                          [１] 

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

ハウスヘルパー 1/ 1 山崎富男                                                          [１] 

送  迎 5/ 2 小井田雅夫  山本 直                                               [２] 

事務所当番ほか 39/24 

青木茂代    飯田則幸    北尾早代子  木ノ内 洋   小礒清子    斉藤康子 

酒井義行    坂野小夜美  坂元良子    下原公子    下村由紀子  高木  徹 

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    吉田之雄    渡辺伊久夫  渡邉恵美子 

奉仕活動 （2009 年 9 月実績、合計 125 点） 

分類 点数/名 活動会員の氏名 (50 音順、敬称略） 

福祉 18/ 7 
北尾早代子  下原公子    瀧  祥子    戸田和子    山門桂子    吉田之雄 

渡辺陽子 

子育て 22/ 5 市村敏夫    高木 徹    田岡久幸    豊島  隆    戸田十九一 

NALC 活動 
85/26 

 

青木茂代    井田敏雄    北村恵子    木ノ内 洋   小礒清子    小井田雅夫 

斉藤康子    坂野小夜美  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  山本保子    山崎富男 

渡邉恵美子  渡辺陽子 

事務局だより 

新入会員の紹介： 会報先月号以降に入会された方をご紹介します。ご活躍をお待ちしております。 

氏名（敬称略） 住所 氏名（敬称略） 住所 

西田 孝司 藤が尾 飛山 貞行・洋子 藤が尾 

長谷川 静夫・尚子 星田 大西 聡明・美智子 幾野 

行事予定（会報配布開始日の 11 月 11 日以降のみ掲載） 

１１月１２日（木） ビーズの会 １３時～１５時 事務所 

１５日（日） 交野クリーングリーン作戦  ９時５０分集合 交野二中校庭 

１７日（火） 折り紙の会 １３時～１５時 事務所 

１８日（水） 囲碁の会 １３時～１５時 事務所 

２０日（金） サロン １３時～１５時 事務所 

２４日（火） ウオーキング 9 時３０分  京阪バス・妙見東３丁目バス停集合 

２７日（金） 絵手紙の会 １３時～１５時 事務所 

３０日（月） 
ゴルフの会 ８時集合  交野カントリークラブ 

カラオケ １３時～１５時 レインボー 

１２月 ３日（木） 運営委員会 １３時３０分～１６時３０分 事務所 

８日（火） 世話人会 １３時４５分～１５時３０分 事務所 

２日･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  京阪バス・妙見東３丁目バス停集合 

発行所： 576-0033 交野市私市 1-1-6-205 NALC「いわふねクラブ」 編集者 小井田雅夫 発行責任者 豊島 隆 


