
ＮＰＯ法人 ナルク 茨木･摂津    ナルク(ＮＡＬＣ)平成２７年４月号付録 
       

 

 

〒567-0885 茨木市東中条町 1-6 あいおいニッセイ同和損保 介護研修センター３F 

１７１７１７１７９９９９号号号号        Tel 072-620-6088  FAX 072-620-8707  Mail:oshidori-nalc@ktb.biglobe.ne.jp 

    
おしどりの会２０周年記念行事おしどりの会２０周年記念行事おしどりの会２０周年記念行事おしどりの会２０周年記念行事ご案内ご案内ご案内ご案内    

代表代表代表代表    東條良和東條良和東條良和東條良和        

今年７月当拠点はお蔭さまで設立２０周年を迎えます。これを祝い関係者の皆さまに感謝の気持

ちと更なる発展成長の決意をお伝えするため、昨年９月から２０周年記念委員会を設け、精力的に

準備を進めて頂いております。その概要がまとまりましたのでご案内致します。 

 

１１１１....２０２０２０２０周年記念総会周年記念総会周年記念総会周年記念総会・・・・式典式典式典式典・・・・懇親会懇親会懇親会懇親会    

・日時 : ２７年５月３０日(土) １０時～１５時３０分  

・会場 : 茨木市役所南館９階 茨木スカイレストラン 

・コンセプト : お世話に成った方々・頑張ってこられた方々への感謝と次の１０年に 

向って結束し成長発展を誓う。 

・第１部 記念総会 : ２６年度報告、２７年度計画など  

・第２部 記念式典 : 大正琴演奏でオープニング、ご来賓挨拶、スライドショーなど 

・第３部 懇親会  : 飲食/懇親、祝いの歌、コーラス、ビンゴゲーム、茨木音頭など 

・同好会の作品を展示 

２２２２....２０２０２０２０周年記念周年記念周年記念周年記念イベントイベントイベントイベント    

・日時 : ６月２７日(土) １０時～１５時３０分 

・会場 : 立命館いばらきキャンパス フューチャープラザ２階 大ホール 

・コンセプト : 地域の皆さんへの知名度を上げ、ともに歩むナルクの素晴らしさを良く 

知って貰い会員増につなぐ。 

・記念交流会 : 立命館大ジャズｸﾗﾌﾞ､少林寺拳法の演武、フラダンス、みんなで歌おうなど 

・記念講演  : 「これからの地域の助け合いとネットワークづくり」 講師 : 堀田力氏 

・スペシャルトーク : 「私と野球人生」 ゲスト : 立浪和義氏 

・エンディング : 関西大倉高校 和太鼓部「雷」演奏 

３３３３....写真展写真展写真展写真展////おしどりのおしどりのおしどりのおしどりの会会会会２０２０２０２０年年年年のののの歩歩歩歩みみみみ    

記念式典会場、記念イベント会場などで展示    

４４４４....スライドショースライドショースライドショースライドショー////おしどりのおしどりのおしどりのおしどりの会会会会２０２０２０２０年年年年のののの歩歩歩歩みみみみ    

記念式典のほか記念イベントの開演１５分前などでも上映    

５５５５....歌舞伎鑑賞入門講座歌舞伎鑑賞入門講座歌舞伎鑑賞入門講座歌舞伎鑑賞入門講座    

・第１日 : ６月１３日(土) １３時～ 座学   場所 : 会議室 

・第２日 : ７月    大阪松竹座で大歌舞伎を鑑賞 

・第３日 : ８月    「曽根崎心中」お初徳兵衛の道行ルートを歩く    

６６６６....会報会報会報会報////２０２０２０２０周年記念特別号発行周年記念特別号発行周年記念特別号発行周年記念特別号発行    

７月号として発行予定です、お楽しみに…  

詳細は会報５月号と共に配付するチラシなどをご覧ください。なお記念イベントのチラシは 

ご近所友人知人お誘い用として１世帯７枚配付しますのでご活用ねがいます。    -以上- 

ナルク茨木･摂津 「おしどりの会」 



【【【【３３３３月行事報告月行事報告月行事報告月行事報告】】】】    

 ☆歩楽人クラブ 大阪天満宮観梅 ３月８日(日) 

   大阪天満宮の梅を見に行こうよ！！と誘われ初参加！ 

阪急茨木市駅集合、天神橋６丁目駅で下車，まず「大阪くらしの今昔館」

に入館、そこには江戸時代～昭和時代にかけての住まいと暮らしの様

子が復元され、模型や資料も展示されていました。私も実家が想い出

されとても懐かしく嬉しい気分を味わいました。最後の部屋は丁度３月

でもあり広い部屋の壁一面にお雛様飾りがあり一同感嘆しました。 

その後日本で一番長～い商店街と言われる【天神橋筋商店街】を抜け天神様へ、梅の花は丁度見

頃満開で素晴らしかった！その後一時間かけて大阪城公園まで歩き、さらに香り豊かな満開の梅

に出合うことが出来て感動の一日でした。 (春日 坂本暁子) 

 ☆お誕生会 ３月 14日(土)１３:００～１５:００ 

   子どもの頃の誕生会を思い出し、ちょっと気恥ずかしい思いでした

が初めて参加しました。 

  テーブルには季節の果物やお菓子を用意して下さり、手作りの品々が

賑わいを添えていました。また余興の落語、漫談には大いに笑い、紙芝

居も楽しませて頂きました。ギターとコントラバスの伴奏で日頃滅多に

歌うことがない懐かしい歌を皆で歌い、健康でこんなに素晴らしいひと時を過せて本当に幸せ

だなーとつくづく感じ入りました。 

予定の時間はあっという間に過ぎたような気がします。お世話して下さった方々に感謝で一杯で

す。テーブルに飾られた沈丁花の香りに浸り、今年も一年頑張って充実した一年にしようと思いを

はせました。（上穂積 山田淳子） 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

運営委員運営委員運営委員運営委員････地区地区地区地区リーダー・コーディネーターリーダー・コーディネーターリーダー・コーディネーターリーダー・コーディネーター････２０２０２０２０周年委員合同会議周年委員合同会議周年委員合同会議周年委員合同会議    

日日日日    時時時時    : : : : ４４４４月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（土土土土））））        １０１０１０１０時時時時～～～～１２１２１２１２時時時時３０３０３０３０分分分分            場場場場    所所所所: : : : 会議室会議室会議室会議室    

第第第第 1111 部部部部    : : : : 運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会    ((((定例報告定例報告定例報告定例報告、、、、重点課題重点課題重点課題重点課題のののの審議審議審議審議などなどなどなど))))    

第第第第 2222 部部部部    : : : : 新年度新年度新年度新年度のののの運営委員運営委員運営委員運営委員・・・・地区地区地区地区ブロックリーダーブロックリーダーブロックリーダーブロックリーダー・・・・各行事担当各行事担当各行事担当各行事担当        

((((総会資料総会資料総会資料総会資料、、、、役割分担役割分担役割分担役割分担のののの最終確認最終確認最終確認最終確認などなどなどなど))))    

第第第第 3333 部部部部    : : : : ２０２０２０２０周年委員会周年委員会周年委員会周年委員会        ((((各分科会各分科会各分科会各分科会のののの進捗進捗進捗進捗・・・・課題報告課題報告課題報告課題報告などなどなどなど))))    

関係者関係者関係者関係者のののの皆皆皆皆さまはさまはさまはさまは万障繰万障繰万障繰万障繰りりりり合合合合わせわせわせわせ全全全全てにごてにごてにごてにご出席出席出席出席ねがいますねがいますねがいますねがいます。。。。    

関心関心関心関心のあるのあるのあるのある方方方方・・・・皆皆皆皆さんさんさんさん歓迎歓迎歓迎歓迎!! !! !! !! 出欠名簿出欠名簿出欠名簿出欠名簿にににに出出出出((((○○○○))))欠欠欠欠((((××××))))をををを記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

 

みんなみんなみんなみんな集集集集まれボランティアまれボランティアまれボランティアまれボランティアのののの季節季節季節季節となりましたとなりましたとなりましたとなりました！！！！！！！！    バザバザバザバザ－－－－にごにごにごにご協力協力協力協力をををを！！！！！！！！    

日日日日    時時時時    : : : : ４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（祝祝祝祝））））    １０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１５１５１５１５時時時時        場場場場    所所所所::::    市役所北市役所北市役所北市役所北グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド        

前日２８日の値付け作業・当日の準備・販売作業等のご協力をお願います。 

合せて品物のご提供をお願いします。大型・多数の品物は頂きに伺います。 

前回好評だった乾椎茸の詰め放題もあります。 

詳細は添付チラシをご参照願います。 

 担当 : 上田展生・藤本悦子 



【【【【４４４４月行事予定月行事予定月行事予定月行事予定】】】】                                                                    【【【【５５５５月行事予定月行事予定月行事予定月行事予定】】】】    

おおおお願願願願いいいい    事務所事務所事務所事務所にににに各行事各行事各行事各行事のののの出欠名簿出欠名簿出欠名簿出欠名簿をををを備備備備ええええてててて        
いますいますいますいます。。。。事務所事務所事務所事務所にこられたにこられたにこられたにこられた方方方方はははは        

出出出出＝＝＝＝○○○○    欠欠欠欠＝＝＝＝××××をををを記入願記入願記入願記入願いますいますいますいます。。。。        

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

７日（火） お花見 11：30 南グランド 

８日（水） 歌おう会 13：30 会議室 

９日（木） 
摂津ブロック交流会 

三役会・お茶を楽しむ会 

10：00 

13：00 

安威川公民館

会議室 

11 日（土） 合同会議 10：00 会議室 

21日（火） 絵手紙の集い 13：30 会議室 

8・25日 パッチワーク 13：30 会議室 

25日（土） 歌と体操 13：30 会議室 

29日（水） みんな集まれボランティア 10：00 茨木市役所前 

10日（日） クリーン大作戦 10：00 

13・23 日 パッチワーク 13：30 

14 日（木） 
摂津ブロック交流会 

三役会 

10：00 

13：00 

16 日（土） 運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会    10：00 

19 日（火） 絵手紙の集い 13：30 

23日（土） 歌と体操 13：30 

30 日（土） 総会総会総会総会・・・・式典式典式典式典    10：00 

 

会場の都合によりバーベキュー

からお花見弁当に変更 

満開満開満開満開のののの桜桜桜桜のののの下下下下でででで    語語語語らいながららいながららいながららいながら    

おおおお弁当弁当弁当弁当をををを楽楽楽楽しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう！！！！    

４４４４月月月月７７７７日日日日（（（（火火火火））））    11111111：：：：３３３３0000～～～～    

・場 所：南南南南グランドグランドグランドグランド((((市役所前市役所前市役所前市役所前))))    

・会 費：  大人 1000円 

担 当 ：  石田あけみ 

 

みんなでみんなでみんなでみんなで一緒一緒一緒一緒にににに歌歌歌歌いましょういましょういましょういましょう！！！！    

４４４４月月月月８８８８日日日日((((水水水水)))) 13:3013:3013:3013:30～～～～14:3014:3014:3014:30    

・場  所 : 会議室 

・申込み : 不要 

花・ 野に咲く花のように 

ふるさと・花は咲く・トロイカ    

担 当 : 小松道生 

 

歯周病（２）歯周病（２）歯周病（２）歯周病（２）    

唾液には自浄作用という働きがあり、歯の表面や間に付着したプラ

ークや食べ物のかすを洗い流しますが、唾液の分泌が加齢やストレ

ス、疲れ、薬の副作用などで少なくなります。唾液は舌下腺、顎下

腺から分泌されますが、しかし寝ているときは分泌が少なくなりま

す。夜間に口中で細菌が繁殖しやすく、朝起きると口中がねばつい

たり、口臭が気になったりします。寝る前にはより丁寧に口中の手

入れが必要です。食事の際よくかむ、すっぱいものを食する、唾液

腺のあるところを軽くマッサージする、舌を意識的に良く動かすこ

とが歯周病を予防する一つの手段です。朝起きた時に軽くマッサー

ジして朝食をどうぞ。（北春日丘 伊藤芙美子） 

 

20202020 周年記念イベント隊周年記念イベント隊周年記念イベント隊周年記念イベント隊    

5 月 30 日・6 月 27 日に開催される懇親会・交流会で行うコーラス・フラダンス・茨木音頭の練習

をしています。皆皆皆皆さんさんさんさん！！！！まだままだままだままだまだだだだ大勢大勢大勢大勢いいいいのののの参加参加参加参加者者者者をををを募募募募っていますっていますっていますっています。。。。 

 ４４４４月月月月：：：：14141414 日日日日（（（（火火火火））））24242424 日日日日（（（（金金金金））））    ５５５５月月月月：：：：12121212 日日日日（（（（火火火火））））22222222 日日日日（（（（金金金金） 10：00 より 2時間               
 場所：会議室  担当：コーラス・竹村、フラダンス・山近、茨木音頭・瀬川 

毎月仲間毎月仲間毎月仲間毎月仲間のののの輪輪輪輪ときずなをときずなをときずなをときずなを深深深深めるようめるようめるようめるよう同好会同好会同好会同好会をををを開開開開いていますいていますいていますいています。。。。興味興味興味興味をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方はぜひおはぜひおはぜひおはぜひお越越越越しくださいしくださいしくださいしください。。。。    

皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの参加参加参加参加をおをおをおをお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています。。。。    

★★★★絵手紙絵手紙絵手紙絵手紙のののの集集集集いいいい::::各自各自各自各自がががが画材画材画材画材をををを持持持持ちよりちよりちよりちより自由自由自由自由にににに描描描描いていますいていますいていますいています。。。。いつでもいつでもいつでもいつでも参加参加参加参加ＯＫＯＫＯＫＯＫですですですです。。。。    

        ★★★★パッチワークパッチワークパッチワークパッチワーク：：：：小物小物小物小物ポーチからタベストリーつくりなどをポーチからタベストリーつくりなどをポーチからタベストリーつくりなどをポーチからタベストリーつくりなどを楽楽楽楽しんでいますしんでいますしんでいますしんでいます。。。。            

★★★★歌歌歌歌とととと体操体操体操体操：歌歌歌歌にににに合合合合わせてわせてわせてわせて身体身体身体身体とととと心心心心をリフレッシュしをリフレッシュしをリフレッシュしをリフレッシュしていていていていますますますます。。。。    

★★★★おおおお茶茶茶茶をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ会会会会：：：：一服一服一服一服のおのおのおのお茶茶茶茶をををを戴戴戴戴きながらきながらきながらきながら楽楽楽楽しいひとときをしいひとときをしいひとときをしいひとときを過過過過ごしていますごしていますごしていますごしています。。。。    

 

私達私達私達私達のののの街街街街をををを    よりよりよりよりきれいなきれいなきれいなきれいな街街街街にににに    

5555 月月月月 10101010 日日日日（（（（祝祝祝祝））））９９９９::::５５５５0000～～～～    

・集合場所: ＪＲ茨木駅西口北 

阪急茨木市駅東 

イオン茨木店前(府道側) 

大勢の参加をお願いします. 

詳細は添付チラシをご参照願います。 

担 当：上田展生 

ひとくちメモひとくちメモひとくちメモひとくちメモ    

 



    

    

    

☆☆☆☆議事議事議事議事････連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項などなどなどなど    
① 平成２６年度２月までの「おしどりの会」概況報告があった。支援要請が増加しているので状況把

握のため２月末まで入退会者をデータ化した。 

提供者が増え退会者は減少している。 

② 平成２７年度総会議案書（案）が提出され承認された。 

・案内書類は今年度に準じて作成、議事は今年度関連事項、次年度関連事項の順とする。 

・活動計画については高齢者関係の活動は８％アップ、奉仕活動は減少で計画した。 

・予算については２６年度実績を基に計画した。 

・新三役・新運営委員について承認された。運営委員について一つの地域に偏らないように各ブロ

ックから選出するのが良いという意見が出されたが、努力はしているが引き受け手がいない状

況の説明があった。 

③ ２月２８日「茨木アクティブシニアフェスタ」の反省会・懇親会が開かれフェスタには 

４００名余の参加がありナルク活動について関心が得られた。 

④ ４月１１日（土）合同会議１０時より開催。 

⑤ 来期楽遊会も各ブロックが担当する。 

☆☆☆☆２２２２月度月度月度月度のののの活動実績活動実績活動実績活動実績    
時間預託活動 430 点 目標比 当月  112% 累累累累計  115%    前前前前年同期比  115%    

奉仕活動 999 点 〃 〃   130%  〃   132%                 〃       149% 

活動全体 1429 点 〃     〃   124%     〃   127%                 〃       136% 

    提供活動は「ごいっしょサービス」・「日常生活支援」の増加により順調。奉仕活動も増加している。 

・・・・利用点: 11 点 （累計 224 点 ） 遠慮遠慮遠慮遠慮せずせずせずせず気軽気軽気軽気軽にににに利用利用利用利用しましょうしましょうしましょうしましょう！！！！ 

☆☆☆☆３３３３月月月月のののの会員移動会員移動会員移動会員移動        

 ・入会者：三牧陽子（南春日丘）、松井真由美・直樹（千里山東） 

     加堂芳夫（東奈良）、北田正枝（西豊川町） 

３月末会員=436人（男性 157､女性 279） 

〈参考:2６年３月末会員=４１３人〉 

☆☆☆☆3333 月月月月のののの新規支援要請新規支援要請新規支援要請新規支援要請        

ご協力頂ける方は <コーディネーター> に連絡願いします。 

戸伏町 Ｈ 庭の手入れ 月２回 池原 日常生活 

東奈良 Ｋ 食事作り・話相手 水・土 小松 一般 

水尾 Ｍ 散歩 - 小松 ごいっしょ 

安元 Ｔ 送迎 - 上田 一般 

三島ｹ丘 Ｅ 掃除 - - 〃 

    

    

    

    

    

    

・・・・会報会報会報会報 5555 月月月月号は号は号は号は    5555////7777（（（（木木木木）１５時）１５時）１５時）１５時完成予定です。5/235/235/235/23 までに出欠連絡の必要な総会議案書とまでに出欠連絡の必要な総会議案書とまでに出欠連絡の必要な総会議案書とまでに出欠連絡の必要な総会議案書と

「返信はがき」が一緒に成りますので、速やかな配付にご協力をお願いします。「返信はがき」が一緒に成りますので、速やかな配付にご協力をお願いします。「返信はがき」が一緒に成りますので、速やかな配付にご協力をお願いします。「返信はがき」が一緒に成りますので、速やかな配付にご協力をお願いします。    

パソコン・デジカメなど 「 iTiTiTiT で遊ぼうで遊ぼうで遊ぼうで遊ぼう! ! ! ! 」へ来てくださいね。４４４４月月月月予定は次の通りです。 

・13(月)ＰＭ東條  ・１６(木)PＭ小松 ・17(金)ＡＭ岩本 ・２３(木)PM 小松 

尚、ご自宅訪問もＯＫです。ご希望をメンバーに相談してください。(1 時間 1 点です) 

    当拠点の賛助会員当拠点の賛助会員当拠点の賛助会員当拠点の賛助会員(敬称略･順不同)   いつもご支援ご協力ありがとうございます。 

            ・・・・デイサービスセンター「ドゥライフ茨木」 ・・・・あいおいニッセイ同和損保㈱ 

            ・・・・若林三雄     ・・・・友次通憲      ・・・・原田 平     ・・・・辰見 登 

運営委員会報告運営委員会報告運営委員会報告運営委員会報告・・・・関連関連関連関連ニュースニュースニュースニュース    


