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 第 4回全国 SLA協会会議 報告 

 

7月 6日 7日、全国の SLA協会の代表者をお迎えし、名古屋で全国会議が開催されました。 

会場は終始、熱いエネルギーが満ち、貴重な意見交換が行われました。出席された方々は、どなたも協会の運

営に、愛情と責任とプライドを持ってあたっておられ、地域によって活動状況は違っても、共感できるところが

多くありました。 

当番協会の役割を担った中部は、いつもながらのチームワークの良さを発揮して、企画から準備・運営に至る

まで、和やかに助け合い、予定通りにスケジュールを終えることが出来ました。 

会議の議題は全国の協会が連携して行う 110番が中心でしたが、多くの協会が会員の高齢化とそれに伴う会員

数の減少という課題を抱え、110番の開設も危ぶまれているという発言もあり、「養成講座開講」を希望する声が

複数の協会から上がりました。会員の高齢化はボランティア団体にとって避けて通れない問題であり、中部は 2

年前に養成講座開講に踏み切り、会員の増員と若返りを図ったとはいえ、今後も先を見据えた対策を常に念頭に

置きながら、協会の運営にあたる必要性を改めて痛感しました。 

 

 日時 平成 25年 7月 6日（土）13：00～17：00  7日（日） 9：30～12：30 

 会場 名古屋市民活動推進センター 

 主催  全国 SLA協会    

 運営  中部 SLA協会 

 議長  伊東靖明（全国） 進行 荒川輝子（中部） 議事録記録 黒須由紀子・山下美佐惠（中部） 

 出席 全国  伊東靖明（関東 SLA協会 監事） 

関東  佐藤昌子（理事長） 鍋島照子（常務理事） 

関西  松岡 登（副会長） 二宮幸博（副会長） 

東中国 佐藤勢子（会長）  堀内昌子（副会長） 

中国  藤咲俊昭（会長）  武井美智子（副会長）  藤原 勉（副会長） 

九州  末積洋子（会長） 

中部  実行委員：井出勝男(会長) 木村利行 中島衣代 今泉治子(事務局) 

荒川輝子(副会長) 大歳篁子(副会長) 上野峯子 

スタッフ：中山久雄 生田ふみ 黒須由紀子 柴田芳則 宮地祥子 世古つよ子  

畑島美奈子 山下美佐惠 
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決定事項 

1 第 35回全国一斉電話相談「シニアの悩み 110番」確認事項      

・日  時 平成 25年 9月 28日（土）・29日（日）10～17時（９月第４週の土・日） 

・参加協会 北海道(未定)・東北(未定)・関東・中部・関西・東中国・中国・九州 

2 電話相談活動討議事項 

・〝タイトルは、全国一斉電話相談「シニアの悩み 110番」とし、副題は、各協会でつけて良い″という従

来の通りの約束事を続行する 

・年齢区分を次の 6項目に変更：①50歳未満 ②50歳代 ③60歳代 ④70歳代 ⑤80歳代 ⑥90歳以上 

・内容項目は次のように変更する：「家族・親族」の小項目「夫婦・離婚」の後に「結婚」を追加する。 

「その他」を選択した場合は、具体的な「相談内容」を書き添える。 

・マスコミには結果報告をきちんとし、SLAの存在を知らしめていく。 

・関西は大変な時期であるが、秋の電話相談に参加する。 

・秋の「シニアの悩み１１０番」では、中部提案の「分析・考察」フォームを使用する。 

・全国の結果報告（特に数字について）は、できるだけ早くまとめて各協会へ知らせる。 

・相談員の高齢化と減少の問題を抱えている協会もあるが、電話相談は全国の協会が一斉に行う活動として

前向きに取り組んでいく。 

3 全国会議開催についての意見交換  

・全国会議は継続する。実施の時期、場所は改めて検討する。 

・次回の運営協会は、関東が持ち帰り、前向きに検討をする。（関東から 7月 20日決定通知がありました） 

4 各協会が抱えている課題 

  ・会員の高齢化、それに伴う会員の減少が大きな課題になっている。そのため、「SLA 養成講座」の開講を

希望する。（平成 23年に養成講座を開講して会員の増員と若返り図った中部と SLC 会員を含む 300名の

会員を擁する関東を除く、関西・東中国・中国・九州協会） 

・このことを、全国が財団へ全国会議で出た課題として報告する。（7月 28日に全国石寺さんが財団に報告

をされました） 

 

 

 

懇親会 

「講話と交流の夕べ」 7月 6日(土)5:30～8:30  プリンセスガーデンホテル 

講話 「最後の晩餐」 講師 渡辺哲雄氏 

 熱気にあふれた昼間の会議とは一変し、会場は華やいだ雰囲気が漂っていました。大勢の会員の皆さまが参

加され、遠くは長野や浜松からも駆け付けられ、全国の SLAの方々との交流が大いに盛り上がりました。 

 終始、笑いの渦に包まれた渡辺先生の講話。全国の皆さまからは心のこもったスピーチを頂きました。 

 

 

 

昼食会 

名古屋名物「ひつまぶし」と「徳川美術館」 7月 7日 13:30～ 

全国会議の〆は「ひつまぶし」。鰻が苦手の方もあるかと心配しましたが、全国の皆さま全員に参加して頂

き、嬉しい限りでした。その上、任意参加の中部のスタッフも全員参加、改めて今年度の幹事会のノリの良

さにも感動をしました。 
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「講話と交流の夕べ」 

 前日に引き続き気温が３３℃を超してしまった真夏日の７月６日、全国 SLAのみなさんとの交流を期し

て、『キンキンに冷えたアルコールが待っていて』『別世界の様に心地よくエアコンが効いている』名古屋プ

リンセスガーデンホテルへ出かけました。 

 エントランスで中部 SLAが誇る美女３名に迎えられ着席すると間もなく「講話と交流の夕べ」と銘打た

れた全国 SLA協会会議・懇親会の開催です。 

 渡辺哲雄先生の講話は、バイステックの７原則をメインにした対人対処のツボを皮切りに、「生きる権利」

「尊厳」についてのお話を経て、講話テーマ「最後の晩餐」で佳境に入りました。ここでは、ダビンチの名

画「最後の晩餐」を材料に、「知っていると自覚している事象には知らない事が多く存在する」と言う戒め

を教えていただきました。いつもなら乾杯前の時間は長く感じるのですが、渡辺先生の素晴らしいお話のお

かげで「あっと言う間」の１時間になりました。機会があれば、ゆっくりと聞いてみたいお話でした。 

 講話の後は、全国 SLA協会の伊東さんの乾杯によって、交流の部のスタートです。７つのテーブルはそ

れぞれ和気あいあいの雰囲気で会話が弾んでいました。私のテーブルは、九州 SLAの末積会長さんと東中

国 SLA の佐藤会長さんを中部 SLA の４人が囲んで、自己紹介、活動紹介、昔の活動秘話などで楽しく盛

り上がっていました。さらに上品でおいしいフランス料理と飲んでも飲んでも湧き出て来るアルコールが私

たちの会話に花を添えてくれました。 

 この様な楽しい交流の場も中部 SLA木村前副会長さんのシメで閉会となり、心を残して帰路に付きまし

た。しかし役員の皆さんは 6日、7日両日で会議があるとの事、心からご苦労に対して感謝いたします。 

                                                 

中村良裕 

 

 

 

 

 

 

「昼食会」 

 梅雨明けを感じさせる暑い中を全国から集まった皆様に精力的に討議して頂き、中身の濃い会議がもてた。 

活発に意見が飛び交い、もう少し時間が欲しい位だったが、続きは昼を食べながらということで「宝善亭」

へ向う。 

 木村さんの司会で各々席に着き、いろいろと話に花が咲く。土用も近く名古屋名物のウナギの「ひつまぶ

し」をおいしく頂き大好評だった。 

 その後、徳川美術館に行く。ここは御三家筆頭の 62万石尾張徳川家のお宝がある。 

初代は家康の 9 男義直公であり、以来 7 代の宗春公が有名で、吉宗の享保の改革に反発し、文化に力を入れ

今の名古屋の礎を築いた。お姫様達の立派なひな人形や調度品、国宝の源氏物語絵巻など沢山展示されてい

る。丁度一緒に刀剣展もあり、国宝の備前刀も展示されていた。刀で思いだすのは、かつて武田家が亡び我

が先祖が武士を捨て百姓になった。 

家宝として伝わる刀の銘を見たら嘉吉 3 年（1443）5 月祐光とあり、ブリタニカ百科事典で調べたら備前長

船 2 代兼光の弟子の祐光作と判る。ちなみに値段は 600 万円位するそうだ。しかし、戦時中供出逃れに洞穴

に隠し錆びてしまい、今は見る影もなく残念だ。 

 3時頃に全国からの皆様を送り出し各々家路につく。 

 皆様のご努力、ご協力により無事終わることが出来感謝しております。 

 ありがとうございました。 

                                          井出勝男 
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  幹事会 報告 

≪幹事会 実施報告≫ 

◆ 平成 25年度第 3回幹事会 

    開催日 平成 25年 6月 21日(金)  9:30～12:00  市民活動推進センター会議室  10名 

◆ 平成 25年度第 4回幹事会 

開催日  平成 25年 7月 19日(金)  13:00~16:00  市民活動推進センター会議室   9名 

≪拡大会議  実施報告≫ 

◆ 平成 25年度第 1回拡大会議 

開催日  平成 25年 6月 21日(金)  13:30~16:00  市民活動推進センター集会室  15名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

今回下記の 2人の方が中部 SLA協会にご入会下さいました。皆様宜しくお願い致します。 

☆ 松本廣行 

      〒487-0005  春日井市押沢台 3丁目 7-22    ℡0568-91-4947 

     ☆ 前川八重 

      〒463-0032  名古屋市守山区白山 1-1510    ℡052-772-1570                 

 

第 35回全国一斉電話相談「シニアの悩み 110番」 

開設のお知らせ 

☎ 052-331-3318 

 

 日 時 平成 25年 9月 28日（土）29日（日）10:00～17:00 

 相談室 （財）シニアルネサンス財団事務所（互助会ビル 6F） 

 

※旧来の電話番号とは異なっていますので、ご留意ください。 

※財団のご厚意で事務所を拝借します。なお、互助会ビル 6Fに 

移転しましたので、お間違えのないようお願いいたします。 

 

 

≪電話相談研究部会 部会員研修会お知らせ≫ 

電話相談研究部会 部員研修会お知らせ 

□ 日 時:平成 25年 9月 4日（水曜日）10：00～12：00 

□ 場 所：市民活動推進センター 集会室（6F） 

□ ・研修内容―ロールプレイ他 ・会費：300円（資料・部屋代） 

・出欠席を 8月 30日までにお願い致します。 

□ 申込・連絡先 ： 生田ふみ     E-mail   f230@rapid.ocn.ne.jp 

                                       携帯     090 5458 2241 

 

新入会員お知らせ 

mailto:f230@rapid.ocn.ne.jp
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   地域部会 報告 

        ≪名東部会≫ 

           ～音楽療法実技体験とバイオリン演奏鑑賞～ 

       平成 25年月 7日 10日（水）  参加者 26名（会員 9名・一般 17名） 

 

  音楽療法士の岩切陽子さんを講師に 26名が参加。会場狭しという盛況でした。 

 準備運動に続いて、椅子に座った姿勢でボイストレーニング、歌に合わせてバージョンアップ 

させていく脳トレーニングへと、巧みなまでの運びに、全員が最後まで楽しく心地よい汗を 

流しました。 

バイオリンニストでもある岩切さんに、旧知の中島衣代さんがリクエストしてくださったお陰で、 

数曲を間近に聞かせてせいただけるサプライズもあり、心身ともに癒されたひと時でした。         

 

  次回名東部会予定   平成 26年 2月予定   内容未定 

 

   研究部会 報告 

     ≪PC研究部会≫ 

報告事項 第 3回定例研究会  

日時：2013年 7月 18日(木)  会場：市民活動推進センター 集会室 

 

 協会のホームページ内に、「PC研究会」のページを作りました。 

※「TOPページ」の「私たちの活動」をクリックして、「私たちの活動」のページの中にある 

「PC研究会」クリックすると開きます。 

 TOPページの写真を更新しました。 

 SLA通信 61号をアップしました。 

次回予定 第 4回定例研究会 

8月 29日(木)13:00からです。 

自分のページつくりのウオーミングアップをはじめました。 

部員の皆さんは都合をつけてご出席ください 

                  

               ≪成年後見制度研究部会≫ 

  第 1回ミーティング 

日 時  7月 19日（金）10：30～12：00 

場 所  伏見ライフプラザ１１階情報プラザフリースペース 

参加者  7名 

内 容  研究会の今後について話し合う 

・  「ジェロントロジー」についての勉強をする 

・  エンディングノート作成への取り組みについて 

・  9月 9日（月）見学会（中電ウィング、東邦ガス研究所等） 

・  10月 法の日週間頃家裁後見センター見学 
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  研修会 報告 

 

日時：2013年 7月 31日(水)  会場：市民活動推進センター フリースペース 

セミナーについてのミーティング  13：00～15：00  （参加者 7名） 

「講師・テーマ・案内の方法・予算・係りなどについて」 

 

   次回予定 

     10月 3日（木） 13：00～15：00  市民活動センター フリースペース       

    セミナーについてのミーティング 

     「当日の日程・参加者数・資料つくりなど」 

 

  セミナーのご案内 

  

    「こころ豊かなセカンドライフのために！」  
■ 「心から考える高齢者問題」 

□    講 師 ：森  俊昭様 （岐阜市民大学専任講師、産業カウンセラー他）      

■ 「身体から考える高齢者問題」 

□    講 師 ：吉村 篤司様 （名古屋工業大学教授、医学博士） 

1. 日 時 10月 22日（火）  13：00 ～ 16：00 

2. 場 所 ナディアパーク デザインセンタービル 6階 市民活動推進センター集会室 

名古屋市中区栄 3-18-1  

3. 会 費 300円 

4. 定 員 80名 

※ 詳細は同封のちらしをご覧ください。 

会員以外の一般の方々にも呼びかけをいたします。ちらしを同封いたしますので、 

知人、友人をお誘いください。多くの皆様の参加をお願いいたします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

2006年 4月に中部 SLA協会に入会され、幹事会でもご活躍いただいた長谷川浩子様が 

7月 15日ご逝去されました。 ご冥福をお祈りいたします。          

訃 報 

研修旅行のお知らせ 

研修旅行日時 11月 11日（月）～12日（火） 

訪問先 山梨県中央市「玉穂ふれあい診療所」 

費用  およそ 3万円 

※ バスでの旅行となります。2日目は親睦を兼ねた山梨県観光を予定しております。 

是非ご参加くださるようお願いいたします。 

申込み締め切りは 10月 10日（木） 

☆詳細は 10月の通信でお知らせいたします。 
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平成 25年度活動予定（平成 25年 8月～25年 11月） 

活 動 名 日 時・会 場 

平成 25年度第 5回幹事会 

 

平成 25年 8月 16日 (金) 13:00～16:00 

市民活動推進センター 会議室  

SLA通信 62号発行 

 

平成 25年 8月 16日（金） 

 

ＰＣ研究部会 例会 

 

平成 25年 8月 29 日 (木) 13:00～17:00 

市民活動推進センター 集会室           

電話相談研究部会 部員研修会 

 

平成 25年 9月 4日 (水) 10:00～12:00 

市民活動推進センター 集会室 

成年後見研究部会 

 

平成 25年 9月 9日 (月)  

見学会（中電ウィング、東邦ガス研究所） 

平成 25年度第 6回幹事会 

 

平成 25年 9月 20日 (金) 13:00～16:00 

市民活動推進センター 会議室  

全国一斉電話相談「シニアの悩み 110番」 

 

平成 25年 9月 28日（土）・29日（日） 

（財）シニアルネサンス財団 互助会ビル 6F 

電話相談研究部会 反省会 

 

平成 25年 10月 2日 (水) 10:00～12:00 

市民活動推進センター  6F 

研修会 

 セミナーについてのミーティング 

平成 25年 10月 3日 (木) 13:00～15:00 

市民活動推進センター フリースペース  

平成 25年度第 7回幹事会 

 

平成 25年 10月 18日 (金) 13:00～16:00 

市民活動推進センター 会議室  

SLA通信 63号発行 

 

平成 25年 10月 18日（金） 

 

2013年中部 SLA協会セミナー              

「こころ豊かなセカンドライフのために」 

平成 25年 10月 22日 (火) 13:00～16:00 

市民活動推進センター 集会室 

研修旅行 
平成 25年 11月 11日（月）・12日（火） 

山梨県中央市「玉穂ふれあい診療所」 

※平成 25年 8月 15日現在、日時が決定している活動のみ掲載しています 
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≪会員便り≫ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊会員の名簿順に原稿をお願いしています。 

  次回は中野紘子さんにお願いします。 

 

 

            幾つになっても 

                                中島衣代 

☆地域で立ちあげた介護予防のサロン「岩根つわぶきの会」が 15周年を迎えます。 

常時 40名在籍した会員が現在 35名になりましたが、毎回の出席者が 90％以上で毎月の会報も、 

172号になり和気あいあいと集っております。 

 サロンの楽しみの一つである日帰りバス旅行で、生誕 100 年記念の「新美南吉記念館」に行ってき

ました。南吉の生涯を深く知ることが出来、子育ての頃絵本で子供と共に読み、語らった 

「ごんぎつね」や「手袋を買いに」など情景に感動し、今の自分たちの目で物語りを読んでみようと読

書好きの会員と本を求めて帰り、昔と今の物語りのとらえ方の違いを話題にしております。 

 

☆日進市社会福祉協議会では、市内の中・高生を対象に「青少年ボランテァ福祉体験学習」を毎年行っ

ております。今年は 172名の応募があり、その事前講義のお手伝いをしました。 

市内の高齢者、障がい者施設の協力を得て、中・高生がボランティア体験をさせて頂きます。 

事前にボランティアの心構え、マナー、現場での体験のいろいろを講義と共にKJ法によるグループワ

ークをし、施設に迷惑をかけずに積極的にお手伝いが出来るように指導をします。 

ボランティア参加は自発的なものです。中には内申書が良くなるかも、などと下心のある生徒もいる

と聞きますが、体験を終えての感想文には毎年感動させられます。 

 この年代での貴重な体験が今後の人生に生かされることを祈っております。 

 

☆高校卒業 60年、同窓会に静岡まで行ってきました。10年前の半数の出席者でした。 

次の 10年後は内心会えないかもという思いで旧交を温め語り合いました。 

 帰途一番心に残ったことは、卒業 80年の先輩が凛とした立ち姿、しっかりした口調で当時の思い出

を語り、今の自助自立の生活を続け次の機会にも是非出席したいと結ばれたことでした。 

まさにジェロントロジーの実践者であると感銘を受けました。 

 最近つくづく思うことは「この歳になってわかること」「初体験」はいくつになってもあるというこ

とです。 

いつまでも目を見開き、前を見て、頭と手足で楽しいことを見つけてしなやかに暮らしていきたいと

思っております。 
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