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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 

HP：http://www.ktn-nalc.com/ 
題字：坂野小夜美会員作 写真:ＪＲ河内磐船駅前「いわふね」  

      ボランティア活動で心がけたいこと 副代表 戸田 十九一 

 ナルクに入って２年目、初めて「天の川明星」

の夏祭りに参加した時のことでした。まだ、ボラ

ンティアに対する目的意識も希薄で、車イスの基

本的な操作も見よう見まねでした。利用者さんに、

どのように話しかければ良いのか、どんなことを

話題にすれば良いのか分からないままに「なんと

なく」車イス介助をしました。あれから今日まで

自分なりにボランティア活動に対する意義づけを

し、介助支援技術も数回の講習の中で身に付けて

ゆきました。 

数週間前、「ゆうゆうセンター」で「ボランテ

ィア体験プログラム」という大阪府社会福祉協議

会が作成した小冊子を目にしました。その中にボ

ランティア活動について要領よくまとめられてい

た文章（下記参照）がありました。私自身も再確

認すべきことも多くあり、会員の皆様にも参考に

なるのではと思い、引用させていただきます。 

私も含めてですが、支援活動している時に、利

用者さんに対して、「やってあげている」という

言動が有りはしないでしょうか。その姿勢・態度

は、すぐ見抜かれてしまうと思います。「このよ

うな貴重な体験を、やらせていただいているのだ」

という感謝の気持ちが必要だと思います。 

人生の先輩である方に敬意を払いながら、相手

の立場に立って、尊厳を損なわないように配慮し

た言動を今後とも心がけなければと思っています。

 

 

 

 

◎ボランティア活動の意義・役割 

  ・豊かな人間関係と生き方を培っていく   ・色々な人や自然と共生する社会づくり 

  ・連携と新しいコミュニティの創造     ・活動を通して市民力を高めていく 

◎ボランティア活動をする上で配慮すべき点 

 １．利用者の生活を尊重しよう。 

  ・施設は利用者の生活の場であり、活動の場です。利用者の生活が最優先となります。 

  ・相手が何を望んでいるのか、相手の立場に立って考えることが大切です。 

  ・逆に利用者の立場を損なうような過剰なかかわりにも注意して下さい。 

 ２．利用者のプライバシーを守ろう。 

  ・体験で知り得た利用者のことはすべて個人のプライバシーです。そうした個人情報は 

   絶対に外に漏らしてはいけません。利用者との話の内容にも十分配慮しましょう。 

  ・常に利用者の立場に立ち、ご本人を尊重することが何よりも大切です。 

 ３．マナーを守ろう。 

  ・施設内に身体的に虚弱な方もいますので、衛生面・健康面には特に注意しましょう。 

  ・挨拶・返事は欠かさずきちんとすること 

  ・健康管理に気をつけること（うがい・手洗いを忘れず、体調の悪い時は早めに相談） 

  ・携帯電話の電源は必ず切っておくこと 

  ・身だしなみは清潔で相手に好感を持たれるように気をつけること（過度の化粧・香水に 

   気をつけること。爪にも注意） 

 ４．利用者との「関係づくり」を大切に 

  ・利用者との「関係づくり」はとても大切な要素です。自分から積極的に話しかけて見ましょう。 



NPO 法人ニッポン・アクティブ・ライフ・クラブ（NALC）交野拠点「いわふねクラブ」会報 2010 年１月 第 13 号 

 
2 

「人間味あふれるナルクの活動」  交野市地域包括支援センター長  井上恵子 

 要支援１の N さんは、視力障害をお持ちで、お一人では通院が出来ません。 

介護保険の在宅サービスの利用には、要介護状態区分により保険から給付される 

上限額が決められています。N さんは要支援１ですので、１ｹ月の介護保険給付の 

支給限度額は４９,７００円で、その上限のなかで介護保険のサービスをご利用さ 

れることになり、本人の負担額は、原則、かかった費用の１割となります。 

 N さんはホームヘルプサービスを週２回、デイサービスを週１回利用されてお 

られるので、利用料が１ｹ月あたり４,９８３円となり、要支援１の支給限度額の 

４９,７００円のいっぱいになり、それ以上は自己負担でのご利用になってきます。 

しかし、N さんは週に１回の通院が必要なので、ナルクに相談を持ちかけ、通院介助と病院内介助の

利用をすることになりました。１回に１時間から２時間、ナルクを利用され、その時間にいろんなお話

ができ、お金では買えないが心が和む信頼関係が持てて、とても感謝しているとのお声をきいています。 

お一人暮らしの N さんは、介護保険サービスの他に、ナルクの会員さんとの時間が貴重な時間で、待 

ちわびておられます。 

「制度のなかでは十分でない部分や、人と人とのつながりを、人間味あふれるナルクのメンバーさん 

が重ねて下さること」で、Ｎさんの生活はとても豊かなものとなっています。

「明星クリスマス会奉仕活動に寄せて」  原 智佳子 

「真っ赤なお鼻のトナカイさんが」の音楽が流れ 

る中、明星でのデイサービス利用者のクリスマス

会が１２月１９日と２０日の２日間、星田の明星

で開催されました。 

 丁度、本格的な冬将軍がやってきた寒い冬の日 

でした。男性利用者の「私共は何時も介護職員の 

方々に支えられて“今日があり”、ありがたく感 

謝申し上げます」の挨拶、ビール・ジュースで乾 

杯、美味しいちらし寿司のご馳走で始まりました。 

 両施設の職員の方々は、皆さん芸達者で、淡谷 

のり子や美空ひばりに仮装して歌ったり、わざと 

音程を狂わせたりで、笑いと拍手で満杯でした。 

 １９日は「いわふねクラブ」から９名が奉仕活 

動で参加し、なかでも飛田夫妻は入会後の初参加 

となりました。５名と４名の二班に別れて行動し、 

私達４名は、餅つきの手伝い、昔ながらのベッタ 

ン・ベッタン。出来たての餅は、ぜんざい・きな 

粉・大根おろし餅で賞味しました。喉に詰まらな 

いように小指の頭位の大きさにち切ります。 

 
 

 ５臼の餅を、アチッチ・アチッチと手早くち切 

ってち切って、丸めて丸めて、餅取り粉で、「こ 

な屋の娘」になってしまいました。忙しくて・楽 

しい一日がアットいう間に終了。 

 来る年も皆さんがお元気で佳い年で有りますよ 

う念じながら家路につきました。 

「ニチイまつりに参加しました」 

 １１月１５日（日）、「ニチイ・デイケアセンター幾野」で開催されたニチイまつりに、 

◎瀧 祥子会員一門（美弥祥会）が津軽三味線の演奏と民謡合唱、 

◎山本保子・田中暁子会員がバザー・ゲームのお手伝い、 

で参加し、約５０名の利用者さんと共に、ひと時を楽しみました。 

 

「ナルク・いわふねクラブ活動意向調査票の記入・回収に関するお願い」  事務局 

 ◎この一月号会報（第１３号）と共に、お届けする上記調査票は、今年一年間の会員としての活動に

関する意向調査です。 

 ◎現時点でのご意向をご記入の上、回収日に、各世話人の方に、お渡し下さい。 
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「私でも出来た事」 村上昭子 

私は、車の運転どころか、自転車にも乗れない 

ので、「ナルクで出来ることは無いだろう」とい 

う確信に近いものをもっていました。その私が、 

近所にお住まいの視力障害をもったＴさんの通院 

介助を、月に 1 回、約２時間、させて頂いており 

ます。 

 早いもので、これでもう一年が過ぎました。満 

足して頂いているかどうかは分かりませんが？ 

この病の完治は困難のようですが、現状を維持で 

きれば良いとのことです。Ｔさんにとっては、漠 

然とした不安との戦いでもあるだろうと推察しま 

すが、Ｔさんの何時も変わらない“気丈さ”には 

教えられることが多々あります。「もしこれが私 

だったら」と自問自答しながらの介助の道行きに 

成っています。 

 ご近所には核家族が多いようで、これからもこ 

のような「ちょこっとした」お手伝いが少しでも 

 
    「Ｔさん（左）とお出かけ」 

できれば、これに越した喜びはありません。これ 

からも、まず、自分の心身の健康維持に心掛け、 

このことに感謝し、明るく過ごして行きたいと思 

っております。 

拠点みんなでできるエコ活動  代表  豊島 隆 

 ナルクでは、１５周年イベント後も「エコ活動」を 

継続し、個人の力を集めて地球温暖化防止に努めるこ

とを決めています。 

◎他拠点の事例： 

 ①ナルク栃木： ８年前から会員２００名位で始 

めたアルミ缶の回収が１４０万個以上となり、 

  その売却代金で車イス２０台を買って県や市に 

  寄付されたとのことです。 

 ②埼玉西・江別・亀岡拠点： ペットボトルのキャ

ップ（通称エコキャップ）を収集して、アフリカ

の子供達にポリオのワクチンをプレゼント 

  されています。 

 ③千早・亀岡・中標津拠点など： リングプル（ジ

ュースやビールの空き缶などのプルトップ）を 

  収集し、ブルネット（取り扱い団体）を通して 

車イスや歩行補助具を、社会福祉などの公共施設に

寄付されています。 

◎交野拠点「いわふねクラブ」でも、エコキャップ、 

 アルミ缶のリングプルの収集を始めたいと思います。

会員の家庭で収集されたエコキャップ・リングプル

は当面は会員のお宅でビニール袋などに保管いただ

き、一定量が貯まった段階で、事務所に 

 持ち寄っていただけたらと思います。 

 なお、その後は市内で既に収集活動している団体 

に提供したいと考えています。エコキャップは社会

福祉協議会へ、リングプルは交野プルタブ回収 

 運動推進協議会へ。 

 また、パソコンのインクカートリッジは、ボランテ

ィアセンターが、市内の福祉施設の要望を受けて収

集されていますので、直接持ち込んで下さい。

おもしろ医学ニュース（２）：「ちょっと一杯」は２型糖尿病にも効く 小井田 雅夫 

 インスリンは、ヒトが飲食物から摂取したブドウ 

糖を各組織に配給・貯蔵する膵（すい）臓のホルモ 

ンです。このホルモンの欠損（１型糖尿病）や、分 

泌量の低下ないし効力の低下（２型糖尿病）は、血 

糖値を異常に上昇させて血管系を障害し、網膜では 

失明、腎臓では人工透析、心臓や脳では致命的な梗

塞に至る病態を引き起こします。 

 会報９号で、適量のビールは、骨粗鬆症の進行を 

抑制することを紹介しました。その後、「この作用 

は、アルコールとして適量であれば、ビール・ワイ 

ン・カクテルなど多様なアルコール飲料でも広く認 

められる」ことが確認され、ビールに特有の成分（ホ 

ップ）の作用？というより、主としてアルコールそ 

のものの作用であることが明らかとなりました。 

 他の研究グループは、「適量のアルコール飲料＝ 

カンビールならば１～２カン」が２型糖尿病にも改

善効果を持つことを認めました。但し大量の「痛飲」

は悪化させることも報告しています。 

 左党でなくとも、少量の「生命力増進剤」として 

の飲酒は、どうやら、高齢者の骨粗鬆症や、２型糖 

尿病に対する予防効果があるようです。 

「今宵また、糖尿病にも、効く一杯」は如何？ 
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発行所： 576-0033 交野市私市 1-1-6-205 ナルク「いわふねクラブ」 編集者 小井田雅夫 発行責任者 豊島 隆 

２００９年度 １１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 ２４５ 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 ５７/１５ 

青木茂代    雨田あつ子 籠島恵子   栗田ハルミ  斉藤康子    坂元良子 

手島かつ子 戸田和子    福島邦子    増田文子    村上昭子    山本保子  

吉田之雄  米谷ユリ子 渡邉恵美子                 [８] 

きんもくせい 

（DS・買い物支援) 
４５/1５ 

池田美代子  伊藤道子    岡 美津子   小川七津子  北尾早代子  坂根美智子 

下原公子    下村由紀子  谷口頼子    手島かつ子  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) 
３２/1４ 

小礒清子    小林富佐子  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  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 

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

庭・植木手入れ ４２/  4 飯田則幸    井田敏雄    山崎富男    吉田之雄                     [４] 

パソコン指導 3/  １ 玉田 尭                                                        [１] 

送迎 2/  １ 小井田雅夫                             [１] 

事務所当番ほか 

 

４６/２２  

 

青木茂代    飯田則幸  北尾早代子  木ノ内 洋   小井田雅夫 小井田 満 

斉藤康子    酒井義行    坂野小夜美 下原公子    下村由紀子 高木  徹        

田中暁子    戸田十九一  豊島  隆    早川嘉彦    増田博生   村上寿雄  

山本保子   吉田之雄    渡辺伊久夫  渡邉恵美子 
奉 仕 活 動 実 績       (合計 １４０ 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 ３４/１２ 
井田敏雄  岡 美津子   北尾早代子 下原公子  下村由紀子 田中暁子 

瀧  祥子    豊島  隆  戸田和子  山本保子  山門桂子  渡辺陽子 

子育て ２７/  ５ 市村敏夫    高木 徹    田岡久幸    豊島  隆  戸田十九一 

NALC 活動 

 

７9 / ２5 

 

 

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    酒井義行    佐々木新子  下原公子    下村由紀子  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 

新入会者の紹介： 会報１２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)： 金谷 幸子     住所: 市内梅が枝 氏名(敬称略)： 早川 洋治     住所: 市内私市 

行 事 予 定（会報配布開始日の１月1２日以降のみ掲載） 

１月 １５日（金） サロン（新年会） １３時～１５時 事務所 

１９日（火） 折り紙の会 １３時～１５時 事務所 

 幾野・倉治・郡津・松塚地域会 １３時３０分～１５時 幾野会館 

     ２０日（水） 囲碁の会 １３時～１５時 事務所 

２８日（木） 布遊びの会 １３時〜１５時 事務所 

２月   ３日（水） 囲碁の会 １３時～１５時 事務所 

５日（金） 運営委員会 １３時３０分～１６時３０分 事務所 

９日（火） 世話人会 １３時４５分～１５時３０分 事務所 

２月１２日（金） 

１３時～ 

多数の参加をお待ちし

ています。 

サロンで初めての「お薄によるお茶会」を開催します。 

◎山崎喜久江 会員によるお手前です。 会費：３００円 

◎お気軽にお茶会の雰囲気を味わってみませんか？ 

◎参加申込は事務所または田中（８９１－８９１６）まで 

事務所 

 

 

 


