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会長 畑島美奈子 

第７回「全国シニアライフアドバイザー協会会議」が開催されました。 

 

参加協会は関東・中国・東中国・九州・「特設電話相談」には参加していない東北・中部の 6 協会の

出席でした。東中国 SLA 協会の運営で福山市鞆町で開催された今年の全国会議は、これまで全国会議

の中心となって各協会を取りまとめていただいていた石寺弘子氏の逝去。又、昨年の北海道 SLA 協会

に相次いで関西 SLA協会の解散という衝撃的な事態を受けての開催となりました。 

オブザーバーとして出席された森山 SLAから「関西 SLA協会の解散」に至った経過報告がされまし

た。会員高齢化に伴い会員数の減少、関西一円に在住する会員が、活動中心地である大阪に集まること

が困難になったことなどが報告され、どの協会にも共通する問題だけに対策を講じなければならないこ

とを痛感いたしました。 

しかしながら「特設電話相談」はどの協会にとっても大切な事業であることに変わりはなく、今後も

「全国 SLA 協会」は存続させ、５協会が回り持ちで担当協会となり、特設電話相談に必要な作業をし

ていくことと決議されました。中部 SLA 協会としてもこれまで以上にしっかりと電話相談事業に取り

組んでいく必要があります。 

 

 

 中村生涯学習センターと中部 SLA 協会の協同企画・運営の講座が開催されました。  

 

通信７６号でも皆様にお知らせいたしましたが、協働企画による協会にとっては初めての講座でした。 

「自分を見つめ直し、自分らしく生きる～人生のエンディングに向けて～」と題されたこの講座は、SLA

協会作成のエンディングノートからの抜粋資料によるノートの書き方・認知症にならないためのスクエ

アステップを取り入れた講義・「知っておきたい介護と予防」として改正された介護予防制度の紹介。

なじみの少なかった「成年後見制度」をわかりやすく紹介し、締めくくりとして「ボランティアで人生

の生きがいを」という流れで進められました。 

コーディネーターとしても参加した私は開催前には受講するメンバーの人数も年齢も正確には把握す

ることができず、落ち着かない毎日でしたが、杞憂に終わりました。 

さすがにどの講師も専門を極めた人ばかりで、中身の濃い授業内容でした。 

最後のミーティングには受講生から「専門家の話が聞けて良かった」「受講してよかった」などの声 

を聴くことが出来、ホッといたしました。 

市の生涯学習課にも 協会会員の質の高さと広範囲に亘った専門家がいると認識していただいたよう

です。このような形での活動が継続されていくことが SLAの社会的な認知につながり、又会員のスキ

ルアップにもつながっていくと思っています。 

講師のメンバーは中島衣代・世古つよ子・加藤佳子・生田ふみ・畑島美奈子でした。 
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第 41 回全国一斉電話相談「シニアの悩み 110 番」開設の電話番号です。 

０５２－３３１－１７７５ 

＊旧来の電話番号とは異なっています。ご留意ください。 
日   時：平成 28年 9月 24日（土）・25日（日） 10:00～17:00    

場   所：シニアルネサンス財団（互助会ビル６F 事務所） 

 

≪セミナー講師決定!! ≫ 

 恒例となりました SLA主催セミナー「こころ豊かなセカンドライフのために！」 

講師は舞台女優であり、オペラ演出家でもある元名古屋音楽大学教授の「たかべ 

しげこ」氏に下記のようにお願いいたしました。 

日 時：２０１６年１０月３日（月）１３時３０分より 

会 場：イーブルなごや３F大研修室（仮） 

タイトル：民話の森を旅してみよう（仮） 

 

朗読あり、お話しありのこれまでとは趣の違う楽しいセミナーになること請け合いです。 

ちょっと息抜きのひと時にもなるセミナーかもしれません。乞う！ご期待！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪拡大会議実施報告≫ 

平成２８年度第１回拡大会議 

開 催 日： 6月 17日（金） 10:00～12:00   市民活動推進センター集会室 

内   容：本年度から拡大会議が２回の実施になり、報告事項だけでなく、内容の濃い会議になるよう

活発な意見をしていくことを確認。全国会議報告、各部の今年度の抱負、今後の協会を活性

するにはどのようにしたらよいかと出席者で議論した。  

≪部会報告・お知らせ≫ 

PC 部会 

第２回定例会         5月 20日（金）           市民活動推進センター フリースペース 

協会ホームページの更新と、「掲示板」トライアルを行いました。 

第３回定例会     ７月 15日（金）13時より 市民活動推進センター 会議室 

第４回定例会     ９月 16日（金）13時より 市民活動推進センター 会議室 

                        ＨＰトピックスをご覧ください！ 

≪幹事会だより≫ 

平成２８年度第３回幹事会 

開 催 日： 5月 20日（金） 10:00～12:00   市民活動推進センター会議室 

内  容：新体制にて今年度の取り組みについて、今年１年の課題として協会の運営をどのようにし

ていくか活発な意見交換をしたい。セミナー、外部に向けての講師派遣をしていきたい。

減少する会員をどうしていくか！ 

平成２８年度第４回幹事会 

開 催 日： 6月 17日（金） 13:00～16:00  市民活動推進センター会議室 

内  容：会議の報告。財団の体制が変わりつつあり、特に電話相談について担当協会が事務作業を 

行う事など、会長から報告。内規を読み合わせるなど確認。 
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電話相談部会 

相談員の皆様は全国一斉電話相談日、9 月 24 日（土）・25 日（日）両日のご都合を早目にお知ら

せください。尚 9月 28日（水）電話相談反省会及び分析・考察のまとめ等を行いますので出席をお

願い致します。(場 所:イーブルなごや AM 小会議室  PM第 3集会室・時間:10：00～15：30 ) 

出欠席の連絡は大歳までお知らせください。皆様の参加をお待ちしております。 

携帯（090-7852-7073） takako-0014@yk.commufa.jp  FAX(052-877-5457) 

名東部会 

 ・日  時：６月２５日(土）  午前９時３０分～４時       ・場  所：春日井市「落合公園」  

草木染同好会「葉仁和の会」の展示会に部員 4名が行ってきまし

た。マリーゴールドや紫草など草木の花びらや樹皮で染めた赤、黄、

あい色の涼しげな壁掛けやショール、かぶとの飾りなど素晴らしい

作品に感性がゆさぶられました。中部 SLA協会員 荒川輝子さん

の「海なり」「のぼり」も見事な作品でみとれました。同じ色でも

染める植物によって色合が変わったり、思いがけない自然の彩りが

楽しめたり、草木染めの奥の深さや楽しさを荒川さんからお聞きし

ました。「まえの」という うなぎ屋さんで昼食をいただき、その

後植物園を散策。心も体も充実した一日となりました。 

 

情 報 コ ー ナ ー 

ホームページをリニューアルして半年が過ぎました。まだまだ不慣れで、更新      

時は PC部会員一同悪戦苦闘でがんばっています。皆さん、是非悪戦苦闘の成果 

の協会ホームページをご覧ください。 

さて、ホームページだけでは情報の流れが一方通行になってしまいますので、PC 部会では情報交換

できる「掲示板」作りに挑戦します。ただ今デザイン検討中、公開をお楽しみに…と言ったところです。 

 

ことの始まりは昨年暮れに開催された「ワールドカフェ」でした。映画鑑賞のグループができたらい

いと話はまとまりましたがなかなか具体的にはなってきません。 

研修部会でいろいろ話している中で「映画だけに特化せずなんでもありの楽しいグループをつくりた

い！」「とにかく集まろう！」それだけが決まりました。これからみんなで作っていくグループです。 

詳しくは同封のチラシをご覧ください。８月４日（木）ぜひお出かけください。(呼びかけ人一同) 

 

 

 

  9月７日（水）～11日（日）ウィルあいちで「女性国際映画祭」が開催されます。まもなく今年の 

プログラムも発表、前売りチケットの予約も始まります。１F 視聴覚ルームでは「国連のショ-トフィ

ルム」「企業の女性活躍」が無料で放映されます。  http：//www.will.pref.aichi.jp 

       

次号より会員の皆様にお伝えしたいイベントやセミナーなど身近な情報を掲載いたします。皆様の活動

されている団体の情報などなんでも結構です。掲載希望の記事があれば連絡ください。  

連絡先：広報 黒須  メール kurosuyukiko@ybb.ne.jp  FAX 0561-73-1447 

 ≪HPトピックス≫ 

≪あいち国際女性映画祭２０１６≫

≫≫

≪グループを立ち上げます≫ 
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≪会員便り≫        加藤 昂治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊会員の名簿順に原稿をお願いしています。  次回は加藤佳子さんにお願いします。 

は～い今日は。皆さん しばらくのお付き合いを…。私は調理人ですから、料理に関するお話

をさせてもらいます。 

おいしいと感じる時は 2 つの違った感覚があります。1 つは、食べた満足感(幸福感) もう１

つは、もっと食べたい欲求（飢餓感）があります。 

 皆さんは、「おいしい料理とは?」と聞かれて何をイメージされますか？ 調理人として、私は

たずねられた時に「おいしい料理はありません（スタップ細胞はあります！）」といつも答えてお

ります。つまりおいしい料理とは、誰と一緒に食べるかによって決まります。高級な食材を使っ

た料理でも、嫌な人と一緒に食べたら全くおいしくありませんね。安いコロッケ 1 個でも可愛い

孫、大切な人たちと一緒に食べるだけで、とてもおいしく感じるものです。 

 後は旬の食材を食べることをおすすめします。細かく言うと、旬は上旬、中旬、下旬の 10日 

間をいいます。竹かんむりに旬と書いて筍という字になります。10日を過ぎたら伸び過ぎて旬で

は無くなります。春の旬は芽時ですから芽のものを、夏は葉、秋は実、冬は根のものを食べる…。

そう覚えると解りやすいですね。春はタラの芽、コシアブラ、ふきのとう、こごみ等 天ぷらに

するとおいしいですね。昔の人は調理法まで伝えています。 

清少納言の枕草子のなかに「春は揚げ物」?って書かれております。夏は果物、秋はくせ者、冬

は鍋物って…。今 ここで笑った方は感性の高い人です。笑わなかった人は未完成です。 

≪垂れた胸、天ぷらよりも上げ上手≫ そんな川柳も昔ありましたね。 

私の近所に、いつもパリパリで揚がっているおいしい天ぷら屋さんがあります。先日、そっと中

の調理場をのぞいたらフランス人が天ぷらを揚げておりました。 

ここ数年ファーストフードのレトルト食品氾濫で、子供に苦味、酸味が教えられなくなり、子供

は甘い物、柔らかい物しか食べなくなったのが、将来不安を感じているところです。 

料理に決まりはありません。自分にとっておいしいものができたらいいです。おいしさは点では

なく面、広さです。料理をする人は決してぼけません。例えば夕食を考える時、最初に考えるの

は昨日の晩 何を食べたか…、冷蔵庫に何が残っているか…を思いだして、手を使い頭を使います

から…。男性もぼけないように先ず料理をしましょう。そして買い物からスタートです。スーパ

ーへ自ら買い物。男性だからこれがスーパーマンです。たまには白米の中にアワ、ヒエを混ぜて

炊いて食べていたら、その内に鳥のように飛べるようになるかも…。大切な人に作ってあげたい

温もりこそがおいしさのかくし味かも？ 食べるって後にはなにも残らないけど、だからこそ一

番贅沢な喜びだと思います。自分の作った料理で喜んでくれたらうれしいはず、幸せは台所から

生まれるかも…。おあとがよろしいようで！ 

中部シニアライフアドバイザー協会 

〒460-0008 

名古屋市中区栄三丁目 18番 1号 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 中部シニアライフアドバイザー協会 №47 

E-Mail    chubuslakyoukai@gmail.com 
URL     http://chubusla.web.fc2.com/ 

 

 

 



 

 

平成 28 年度活動予定（平成 28 年 7 月～28 年 11 月） 

活 動 名 日 時・会 場 

平成 28 年度第 5 回幹事会 
7 月 15 日 (金) 10:00～12:00 

市民活動推進センター 会議室 

ＰＣ部会 
7 月 15 日 (金) 13:00～16:00 

市民活動推進センター 会議室  

新グループ「初めての集い」 
８月  ４日（木） 13:30～15:30 

イーブルなごや 第４研修室 

平成 28 年度第 6 回幹事会 
8 月 19 日 (金) 10:00～12:00 

市民活動推進センター 会議室  

SLA 通信 78 号発行 9 月 15 日 (木) 

平成 28 年度第 7 回幹事会 
9 月 16 日 (金) 10:00～12:00 

市民活動推進センター 会議室  

ＰＣ部会 
9 月 16 日 (金) 13:00～16:00 

市民活動推進センター 会議室  

第 41 回全国一斉特設電話相談 

「シニアの悩み 110 番」 

9 月 24 日 (土)・25 日 (日)9:00～17:00 

（財）シニアルネサンス財団 互助会ビル 6Ｆ 

電話相談部会反省会及び分析考察まとめ 
９月２８日 (水)  10:00～15:30 

イーブルなごや（ＡＭ小会議室・ ＰＭ第３集会室） 

2016 年中部 SLA 協会主催セミナー 

こころ豊かなセカンドらいふのために！ 

10 月 3 日 (月)  13:30～15:30 

イーブルなごや 大研修室（仮） 

平成 28 年度第 2 回拡大会議 

平成 28 年度第 8 回幹事会 

10 月 21 日(金)  10:00～12:00 

10 月 21 日(金)  13:00～16:00 

市民活動センター（ＡＭ集会室・ＰＭ会議室）   

SLA 通信 79 号発行 11 月 17 日(木) 

※平成 28 年 7 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    

                                               

 

         平成 28 年度 年会費の納入のお願い 

未納の方には振込み用紙を同封しました。下記口座に銀行振込みでお願いします。 

ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。（尚、行き違いの場合はお許しください） 

              ＊年会費    3,000円    

＊振込先     ＵＦＪ銀行・笹島支店  

              ＊口座番号   普通：1411404 

              ＊口 座 名   中部シニアライフアドバイザー協会   

 

 


