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平成 22 年度を迎えて 

 

中部シニアライフアドバイザー協会 

会長 今泉治子 

 

平成 22 年度がスタートしました。 

今年度も会長として、協会の運営を担わせていただきます。 

会員の皆様には、就任以来 4 年間、様々な場面でご協力を頂きま

したことに、改めて感謝申し上げると共に、5 年目となるこれから

の１年も、どうぞ変わらぬご協力をお願いいたします。 

協会は平成 17 年度、浅野澄子会長のもと、SLA 活動活性化委員

会が発足しました。 

それ以来、協会の活性化を願う会員が一体となり、励ましあい支

えあいつつ、不安定だった足場を固め、今日までしっかりとした足

取りで歩いてくることができました。 

協会を大切に思い、会員同士を思いやり、尊敬しあう、こうした

協会の空気は、今や何にもかえがたい私たちの共有の財産となって

います。 

 昨年度、長年懸案となっていた会員拡充のための検討会が、中山久雄幹事を中心に立ち上がりました。

昨年は 7 回にわたるミーティングが開かれ、十分な討議がなされました。 

今年度は、具体的な結論を出す段階を迎えています。検討会の委員の皆さまは引き続き、 

ご協力をお願いいたします。 

また、今年度は、研修部会と電話相談部会で全 5 回の「いきいき教室」を開催します。毎回、スタイ

ルや規模は変わりますが、魅力ある企画を準備しています。 

「いきいき教室」の開催が、会員拡充の活動に、うまく連動できるかどうかが、当面の私たちの課題

です。 

なお、今更繰り返すまでもありませんが、会員の高齢化の波は著しくスピードを上げています。 

かつては協会の中心的存在だった会員の中にも、SLA 活動への参加が思うように続けられなくなられ

た方も少なくありません。 

寂しく残念なことではありますが、協会を今日まで築き上げていただいた先輩の方々の努力と成果に

感謝しつつ、私たちは前に進んでいかなければなりません。 

 美しい花や緑から生命力の尊さを感じる中、気持ちを新たにして、協会のこれからは私たち会員一人

ひとりの手の中にあることを確認しつつ、本年度も有意義な SLA 活動の展開ができますよう願ってや

みません。 
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中部シニアライフアドバイザー協会 

平成 21 年度通常総会結果報告 

開 催 日  22 年 4 月 21 日（水）PM1:30～ 

開催場所  なごやボランティア・NPO センター集会室 

出 席 者  出席者 18 名、委任状 23 名 

議 長  保坂 正子 

      議案通り全て承認されました。 

提案事項  １．カレンダーの発行について 

        カレンダーの活用状況は完売されているのか。 

カレンダーに変えて手帳にしたら需要が伸びるのではないか。 

幹事退任  加藤厚子、長谷川浩子 

役員選出  ２２年度幹事が承認されました。 

 

平成２２年度 幹事会役割一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※名前の前の○は役割分担の責任者です。 

 

 

 

会 長 今泉治子 

副 会 長 
木村利行（総務・研修）  

中島衣代（広報・電話相談） 

総 務 ○小幡淳子 中山久雄 武藤まさよ 

広 報 ○小澤節子 大歳篁子 井出勝男 

研 修 ○中山久雄 井出勝男 荒川輝子、小幡淳子 

電話相談 ○大歳篁子 武藤まさよ 

会 計 ○荒川輝子 小澤節子 

監 査 杉浦玲子 黒須由紀子 
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新役員の一言 

木村 利行 

   引き続き幹事を引き受けることになりました。昨年は新たな中部ＳＬＡ活動の一環として養成

講座開講に向けての検討に取り組んで参りました。 

    今年度はその具現に向けて、中部ＳＬＡ協会の活動一層の充実化を、期したいと思います。 

中島 衣代 

   若葉の美しい季節が巡ってまいりました。今年は中部 SLA協会が誕生し１６年を迎えました。 

今後の協会のあり方を、数年前から活性化委員会、幹事会で検討し合い提案もしてきました。そ

の結論の出る年度かと思って居ります。 

個としてＳＬＡも年を重ね、御自身の活動についても何かと考慮されて居られる方もお有りかと

存じます。老木にも若葉が出て来ます。現状に合った協会の姿が今年も又生まれますように前を

向いて出席させていただきます。  

小幡 淳子 

   もう１年幹事を務めることになりました。 

   中部ＳＬＡ協会発足１５年余、深い絆と信頼の輪を大切に、気負わず、笑いの耐えない楽しい会

を願って本年度もどうぞ宜しくお願いいたします。 

中山 久雄  

高齢化・核家族化が進み、一人暮らしが増加する中、ＳＬＡに対するニーズも高まる事でしょう。

ＳＬＡの役割を果たし、社会に貢献する為にも、皆で力を合わせて、ＳＬＡ会員の拡充に努めま

しょう。 

武藤 まさよ 

紫陽花がお目を楽しませる季節となりました。最近四季折々の年中行事やしつらえもしなくなっ

ている自分に気づく。日本古来の風習が少しずつ忘れられていくのはさみしい事。今暮らしに合

ったかたちで上手に取り入れ、慌ただしく過ぎていく毎日に『頑張りすぎず、自分のペースで』

と言いきかせている。SLAの皆様の足をひっぱらないように、参加したいと思っています。 

小澤 節子 

今年度は広報の発行が４回です。会員参加があっての広報です。こんな記事、あんな記事、アイ

デア、提案などお待ちしております。 

大歳 篁子 

今回幹事を引き受ける事になりました。 

SLA の活動を通して、皆さまの力をお借りして何か出来る事はないか？と考えながら、楽しく、

前向きに、勉強して行きたいと思っています！どうぞ宜しくお願いいたします。 

荒川 輝子 

＜会計・研修＞担当です。どちらも不得手なことなので、会長さんはじめ他の幹事の方々にご迷

惑やご心配をおかけするのではと少々緊張気味です。よろしくお願いいたします                                                                         

杉浦 玲子 

   今年は SLAにとって大切な年，是非養成講座を開きたいものです。その他電話相談、研修会と頑

張って行きたいと思います。 

  



5 

 

黒須 由紀子 

   健康で無事 SLAの一翼が担えれば幸いです。 

最近亡くなられた免疫学者の多田富雄さんは、脳梗塞による重い障害と闘いつつ、最後まで意欲

的に生き抜かれました。 

  彼の往復書簡を清書中、ニュース７が流れ衝撃を受けましたが、どんな状態になっても前向きに

取り組む大切さを教えられました。皆様と共に前進あるのみです。  

 

 

幹事会報告 

第１回幹事会 

開 催 日 4 月 21 日 

出 席 者 11 名 

報告事項 幹事会開催は本年度より毎月第 3 金曜日とする。 

議事内容 総会終了後新役員の役割分担を決める。 

 

第２回幹事会 

開 催 日 ５月２１日 

出 席 者 10 名 

報告事項 電話相談の相談内容が最近変わってきて、家族、夫婦、経済の悩みが上位を占める。 

     会計より…会員数 47 名 会費納入者 5 月 21 日現在 36 名 

     電話相談の結果報告をマスコミに送付。 

新聞に掲載され反響があった。 

議事内容 6 月 20 日いきいき教室・・・ロコモディブシンドロームについて 

     8 月 20 日いきいき教室・・・成瀬教授（被服関係・新素材について） 

     開催を報道関係に掲載依頼する。 

広報 6 月１８日発行 原稿締め切り 6 月 5 日期日厳守のこと。     

 

  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

２２年度幹事会 
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各部会便り 

名北部会 

                           

名北部会は懇談会を下記のように行いました。 

 

日 時 平成２２年 4 月 16 日（金）11:30～ 

場 所 名古屋東急ホテル 2F「なだ万」 

 

食後、文化のみち「百花百草」を訪れ、ピアノの演奏を聴き、優雅な時間を過ごしました。 

 

この日は、名北部会の代表をお願いしてきた加藤錺美さんが協会を退会されることになり、心なら
ずもお別れの会になりました。 

加藤さんには、平成 18 年から 21 年度まで、代表として、部会を引っ張っていただき、一方ならぬ
お世話をおかけ致しました。心より感謝申し上げます。どうぞご健康にお気をつけて、今後も、協
会や部会の活動の応援をお願いいたします。 

その後、加藤錺美さんから、「名北部会の記録」が届きました。 

この機会に、平成 7 年発足以来のかずかずの活動を「名北部会のあゆみ」としてまとめましたので、
会員の皆様もご一読いただければ嬉しいです。 

なお、勝手ながら、平成 22 年度の名北部会の活動は休会させていただきます。 

出来るだけ早い再開を心がけますので、ご理解のほどお願い申し上げます。（文責・今泉） 
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尾張部会 

                                                 

             尾張部会代表 田中芳雄 

 

平成 22 年度尾張部会総会実施報告書 

 

実施日  平成２２年５月２７日 

参加者 尾張部会（敬称略 浅野澄子、井出勝男、長谷川浩子、田中芳雄 ５名） 

    他部会 （敬称略 木村利行 １名）       参加者合計 ６名 

 

今回の企画責任者の中島衣代さんのお骨折りで、“文化のみち二葉館”（旧川上貞奴邸）と「百花百草」

では普段味わえない“生の音楽に”接し、日ごろの気ぜわしいゴチャ、ゴチャから離れ、ソプラノの童

謡や，歌劇の曲を聴き、生演奏のリコーダーやヴァイオリンソロやコーラスと、盛りだくさんの懐かし

い童謡が紹介され、みなさん聞きほれていました。 

会場の雰囲気がピッタリあった場所での企画でしたので、なおさらで、よく「心が洗われる」といい

ますが、おおくの方が体験される機会があれば、これからも「余裕」が生まれるのではないでしょう

か！！ 

 

 尾張部会では、今後共、出来るだけ大勢の方の参加が楽しいですから、他部会の方の参加をお待ちし

ています。 
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会員からの便り 

 

「お元気ですか？」 

                          荒川 輝子 

今年の春は行ったり来たりしていましたが、いつの間にか、紫陽花が色づく頃になっていました。 ほ

どなく梅雨の季節を迎えるのでしょうか。 

皆様 いかがお過ごしでいらっしゃいますか？  私ごとですが 5月の連休に、常滑のＳさんから「畑

に遊びに来ませんか？」とのお誘いを受け、好天の半日を文字通り童心に帰り、自然の中で遊ばせてい

ただきました。 

Ｓさんからは、毎週一度取り立ての野菜を届けていただいています。常日頃から、届けられた野菜を

手にして、どんな畑でどのように育てられているのだろうと思いをめぐらせていました。 

想像通り・・・それ以上にＳさんご夫妻の、土や作物への、愛情いっぱいの思いが伝わってきて、私

もしあわせな思いをたくさん感じることができました。 

畑で摘ませていただいた、育ち過ぎた春菊はたっぷりの水を吸い上げて、次々とつぼみが開き、黄色

の花を咲かせてくれました。 

一週間ほど花を楽しみ、煮出して、手持ちの糸を染めました。＜女郎花＞のような黄色系の色に染ま

りました。 眺めては、触っては、悦に入っています。 

織物の先輩達を見よう見まねで、織り糸を染めるようになりました。身近に染め材がたくさんあるこ

とを知り、草木の名前を調べるようになりました。 

台所で 蓬を煮出していると＜草もち＞かと家族が覗き、タンポポの花を摘んでいると、通りすがり

の方に＜食べるの＞かと尋ねられたり・・・。 

そんなやりとりも楽しいです。 

＜豆の湯で汁＞ ＜紫蘇＞ ＜たまねぎ＞ など、台所にも染め材は結構あります。気分転換にはも

ってこいですよ。気軽に＜染色＞に手を染めてみませんか？ 

＜集い＞の回が増すごとにお顔なじみが多くなり、お会いできるとほっとし、しばらくお目にかかれ

ないと、心が残ります。 

皆様の笑顔を想いながら・・・これからもどうぞよろ

しくお願いいたします。 
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ニューヨークで出会った女性たち 

 

SLA2 期 油田淑子 

昨年 10 月、ニューヨークへの研修旅行に参加した。迎えて下さったの

は、ベアテ・シロタ・ゴードン女史。彼女は先日「笑ってこらえて」とい

うバラエティー番組にも出演していたが、20 歳代の頃、日本国憲法の草

案に加わり、憲法 24 条「男女平等」条項の起草に関わったユダヤ系米国

女性である。85 歳を過ぎた女史が JFK 空港で私たちを迎え、ワシントン

とニューヨークの労働局、女性省、家庭裁判所、老人ホーム、DV センタ

ーなどの研修 1 週間のハードスケジュールに、同行して頂くということだ

けでも奇跡的なこと。そのうえ、合間に男女平等や平和など貴重なお話を

伺うという、幸運な時を過ごすことができ、私の一生で忘れられない思い

出となった。 

彼女のことは、映画｢ベアテの贈り物｣「シロタ家の２0 世紀」が何度も

愛知県内で上映されたので、ご存知の方も多いと思うが、シニアの生き方

としてもお手本の様な人物である。 

 彼女と共に訪れたニューヨークでは、他にも伸び伸びと目覚ましい活躍

をしている女性たちに出会うことが出来たので、2～3 人を紹介したい。 

青木（小野）恵子さんのこと 

青木恵子さんは「ニューヨークで活躍するセレブ」ということで、日本の雑誌にも取り上げられたこ

とのある女性の事業家である。 

恵子さんは、中日新聞に伝記が掲載されていた「紅花」の創業者ロッキー・青木氏の３番目のパート

ナーとして、有名な方。彼女は、ハワイ大学を卒業後、若くして結婚し、夫とともにニューヨークに移

住したが、間もなく離婚。自立しなければと、先ずマンハッタンに事務所を構え、来る日も来る日も、

電話で仕事が舞い込むのを待っていたところ、毛皮を日本に輸出する事業の仲介をする仕事が舞い込ん

だ。そのとき、輸出した毛皮が３倍以上もの価格で取引されることを知り、自ら、売り手になり日本人

がもっと安く手に入るようにと考えた。しかし、仕入れに必要な資本がない。そこで、幾つもの毛皮業

者を訪問し、「見本として注文を取りたいので貸して欲しい」と頼み込んだ。 

ようやく１社との契約を取り付け、日本での展示会の手配も済んだ。ところが商品表示タグの問題か

ら税関が通過できず、日本に送れない事態が発生した。そこで、彼女は、危険な地域にある倉庫に夜、

女性一人で乗り込んで、タグを一晩かけて付けなおし、無事税関を通過、展示会は成功した。これが彼

女のビジネス「毛皮貿易業」の始まりであった。「女性だから」、とひるむことなく、危険を顧みず果敢

にチャレンジした精神が今日の成功に結び付いたのだ。さらに、ワンダーブラも日本に紹介し、大ヒッ

トさせた。 

その後、同じくニューヨークで活躍中のリンゼイ・芥川笑子さんの紹介でロッキー青木氏の３番目の

妻として、彼を支え、ロッキー氏亡き後もさらに新しい分野の事業に挑戦を続けている。 

私たちが訪問した、夜景の素晴らしい五番街の住まいオリンピックタワーには、有名な日野原医師が泊

まりに来られるという。私たち訪問時も、ニューヨークで展覧会を開く、若い女性の書道家が滞在して

いた。恵子さんのチャレンジが続き、ヘルシー志向にマッチしたニューヨーク発の「そばサラダ」を日

本で販売するという。 
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渡部純子さんのこと 

 ニューヨークで、活動中の若き声楽家、母上は、愛知県在住のソプラノ歌手として活躍中の渡辺智恵

さん。純子さんは国立音楽大学を卒業後、ニューヨークマンハッタン音楽大学院で声楽を学び、米国を

中心に活躍し、2005 年アーティストインターナショナルコンクールに入賞。カーネギーホールでリサ

イタル、また、コネチカット州で、蝶々夫人を演じ好評を博したという。 

年の初め、二期会のニューイヤーコンサートで、帰国した純子さんの蝶々夫人を聞く機会があった。

その豊かな声量と表現力で、愛知芸術文化センター劇場の客席から大きな拍手がわきあがっていた。将

来が期待される声楽家である、 

日本では、憲法に男女平等の条文があり、雇用機会均等法、男女共同参画基本法などが制定されては

いるが、女性が活躍する土壌はまだまだ、成熟していない。それ故、有能な女性は海外に活躍の場を求

めているのだろう。他にも、証券アナリストで証券会社のバイスプレジデントとして活躍する女性、雑

誌編集長として永年ニューヨークで活躍する女性などとも出会い、大いに刺激を受けた。 

また、カテリレジデンスという大きな老人ホームで研修したが、スタッフに交じって、大勢のシニア

のボランティアが活動していた。 

85歳を過ぎたベアテさんをはじめ、老いて尚、人の役に立つ人生を歩む米国シニアの積極的な姿勢は

とても魅力的で、学ぶことが多い研修であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会員の名簿順に原稿をお願いしております。次回は今泉治子さんにお願いしたいと思います。 

 

 

 

 

中部ＳＬＡ協会専用電話 

０９０－２９２６－１９９５ 

 

ＵＲＬ： http://sky.geocities.jp/chubusla/ 
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