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残暑お見舞い申し上げます 

中部 SLA 協会 会長 畑島美奈子 

 

スーパー猛暑の夏になるとの予想はわずかに外れてはいますが、連日の高温に加え、なれているとは

言え湿度の高いこの地方の夏に体調を崩されているのではないかと心配しております。 

 お知らせが３つあります。 

 

その１．SLA カフェを開設いたしました。 

SLA 協会の事務所を持ちたい！気軽にいつでも集まれる場所が欲しい！こ

れは私達の長年の夢でもありました。しかし、財政的にはとても実現できる

ことではありません。けれど何とかしたい！そこで思いついたのが「１ヶ月

に１日だけの SLA カフェ」です。 

この日は午前１０時から午後３時まで市民活動推進センターの集会室を借り、出入れ自由、打ち合わせ

の会場に、待ち合わせの場所に、買い物帰りの休憩場所に、勿論おしゃべりもよし。この日はスタッフ

が交代で詰めています。詳しくはチラシをご覧ください。 

 

その２．SLA 協会のリーフレット新しくなりました。 

SLA って何？どんな活動をしているの？認知度を高めようといわれても何のツールもないので活動し

にくい！そんなお叱りの声を耳にしながらもなかなか作ることができませんでしたがようやく作成す

ることができました。 

写真入りのカラフルなリーフレットです。とりあえず５部ずつ同封いたします。SLAの集まりには並べ

置くようにもいたします。自由にお使いください。 

 

その３．全国一斉特設電話相談の開催場所が変わりました。 

長期に亘り財団事務所をお借りし、電話相談開設場所としておりました中区正木のビルが移転すること

となり、使用できなくなりました。もしかしたら特設電話相談に参加できなくなるのでは？そんな思い

もかすめましたが、幸いにも杉浦玲子会員の会社のビルをお借りすることができることになりました。 

１年のうち春２日、秋２日、しかも特設電話を引くことになるという条件もクリアしていただけること

となり、安住の（？）地を得ることとなりました。 

地下鉄鶴舞線「鶴舞」下車３分、JR中央線「鶴舞」下車４分という便利な場所です。 

しかも大変広い場所ですから担当外の時間のミーティングも可能です。 

９月２３日（土）２４日（日）に開設される全国一斉特設電話相談に向けて９月７日には研修会も予定

されております。数多くの相談が寄せられますように幹事会も力を尽くすつもりです。 

ご協力よろしくお願いいたします。 
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平成２９年度 中村生涯学習センター主催講座「生きがいづくり、仲間づくり」 

 

SLA通信８１号に日程の都合で掲載できなかった講座の感想です。 

 

第 4 回「今日からあなたもバラ色の人生～色を通して豊かな老後を～」 

講師 朝見 巳幸 

自己紹介で「さて私の色は何色っぽいですか?」の問いかけから始まった講座は、最初から夢が膨らむ

楽しいものでした。紫 青 緑 橙 黄 赤の 6 色を基本にハート型に 20 歳の頃の心を、マスやリボン型

に自分の思いや夢を色付けて表現しました。思い出したり思い描くことで脳の血流がまわり、リラック

スでき、心地よさや楽しさが豊かに生きるきっかけになるとのこと。何も言わなくても色がその人を語

り想像させ、その上心と体を癒してくれる不思議なものだと知りました 

 

第５回「介護を一人で抱え込まないで～認知症カフェでのかかわりから～」 

講師 世古つよ子 

最も身近な問題であり、うなずいたり囁き合ったり、受講生の関心も高かったように感じました。自身

がかかわるまちかどカフェ、まちかど保健室の紹介から地域とのつながりや地域での支え合いの重要さ

と公的福祉サービスをうまく利用するとともに、家族会やサロンなど交流を通して介護疲れ、介護うつ

にならないことが大切だと話されました。本人が元気なうちから要介護にならない生活を心がけること

はいうまでもありません。途中目じからやステップ・ストレッチなどの運動をして息抜き・気分転換が

できました。 

 

第６回「笑いを通して健康に～生きがいについて、笑顔で話しましょう～」 

講師 加藤昂治 

シルクハットにおどけたメガネ。先生の巧妙な話術や洒落に終始笑顔が絶えませんでした。 

後半は 4－5 人のグループでこれまでの感想を話し合いました。ご一緒した皆さんとお話しする最後の

機会になってしまいましたが、顔なじみになってきていることもあって、自然に話が弾んでいました。 

 

 

 

 

 第 3 回幹事会 

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

・拡大会議での意見を膨らまし SLAサロン実施に向けて具体的な話し合いを持つ。 

・セミナーについて、バス旅行の計画などについて話し合う。 

 第 4 回幹事会 

開催日 7月 21日（金）10:00～12:00イーブルなごや小会議室    出席 8名 

・リーフレットの出来上がり報告（8月通信同封）、SLAサロンの具体的な打合せ 

 

 平成 29 年第１回拡大会議 

開催日 ６月１６日（金）10:00～12:00市民活動推進センター集会室 出席 1０名 

・各部会からの活動報告並びに今後の予定。 

・「SLA の明日を考える」（4/21）での意見について話し合い、リーフレットの作成 SLA会員同

士の情報交換、スクエアステップ、気軽におしゃべりを楽しめるサロンの開設について。 

 

 

幹 事 会 報 告 
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部会報告 

 研修部会 

第１回部会 

日時：７月６日（木）PM１:３０～３:３０ 場所：イーブルなごや第４研修室 出席者：８名 

エンディングノートの書き方研修会の予定と研修会の進め方についての話し合い 

２９年度セミナーのテーマと講師について話し合い 

★研修会『エンディングノートの書き方～その２』 

日 時：７月２７日（木）PM１：３０ ～PM３：３０ 場所：イーブルなごや第大会議室 

講 師：柴田美紀子さん（SLA会員） テーマ：終の住処  出席者：１５名 

長年多くの高齢者施設・事業所を見てこられた講師の柴田さんによる高齢者向け住居の種類や選び

かたのポイントなどを、いろいろな事例を通して説明していただきました。身近な問題として有意

義な内容を学ぶことができました。（佐藤マリ江記） 

 PC 部会 

第３回部会 

日時：７月２１日（木）PM１:００～３:３０ 場所：イーブルなごや小会議室 出席：５名 

Word の基本操作を学びながらチラシを作成。 

お知らせ 

 研修部会・電話相談部会合同研修会 

『エンディングノートの書き方～その３』 

日時：９月７日（木）PM１:３０～３:３０ 場所：イーブルなごや第７研修室 

講師：世古つよ子さん（SLA会員） 

８月に改正された介護保険制度全般について他。 

※出欠席は 8 月 30 日までに連絡ください。研修部員・電話相談部員だけでなく多数の参加を 

大歳（090-7852-7073）・宮地（090-8957-7231） 

 PC 部会 

第５回部会 日時：９月１５日（金）PM１:００～３:３０ 場所：市民活動推進センター会議室 

 

 第４３回全国一斉特設電話相談「シニアの悩み１１０番」 

日時：９月２３日（土）２４日（日）AM１０：００～PM５：００（集合は AM９：３０） 

場所：中区千代田３-１６-１１第２杉浦ビル２F 

※最後のページに地図は掲載してあります。 

 

★電話相談反省会を開催いたします。 

相談内容をまとめ、共有し考察する大切な会合です。部員の方は出席必須です。 

日時：９月２９日（金）AM１０：００ 

場所：市民活動推進センター集会室 

 

 

 

担当希望の部員は担当できる日時と反省会出欠も 

大歳（090-7852-7073）・宮地（090-8957-7231）へ連絡ください。 

※電話相談を新たに希望される方も歓迎です。ぜひ連絡くださいお待ちしています。 

部会報告・お知らせ 
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地域部会 

三河部会    「夏の小旅行」 

日時 ２０１７年７月１７日（月）海の日 参加 ５人 

梅雨明け間近、海の日の東海道四宿場巡りということになりました。まずは東へ、東海道二十一番岡

部宿です。ここの大旅籠「柏屋」（かしばや）の玄関では旅装を解く人と女将さんの等身大の人形に驚

きました。江戸時代の土蔵建築をもとに作られた蕎麦屋でとろろそばの昼食の後、東海道二十番鞠子宿

へ向かいました。静岡地場産業となっている「模型」展示、実演が子供たちの人気を集めています。、

地場産業としての「竹細工」や東南アジアの民芸品など賑やかな「匠

の宿」もたのしみました。帰り道は東海道二十二番藤枝宿、「玉露

の里」の庭園を回遊し東海道二十三番島田宿へ。ここから彼の有名

な越すに越されぬ大井川、英国ギネス社認定「世界最長の木造歩道

橋」を、もちろん歩いて渡ることになりました。渡った先の右岸か

ら、振り向けば富士山という景色に出会えるはずでしたが顔を見せ

てくれませんでした。それでも、下を流れる大井川の清流に昔の旅

人の心を汲みながら、蓬萊橋８９７．４ｍを渡り切りました。 

 

このゆびとまれ 

 

７月８日（土）中部エナジー探検隊講演会に６名で参加しました。 

神津カンナさんの小説“水燃えて火”に基づくお話で、川上貞奴と福澤桃介が木曽に築いた水力発電開

発への情熱と努力を感じました。そして鼎談では、この小説の挿絵を描かれた日本画家、川崎麻児さん

の絵へのこだわられた所、苦労されたことなどをスライドで見せていただきました（白井恭子） 

※次回は尾張部会と共同企画で下記のように開催します。 

1.実施日 10月２８日（土） 

2.目的地 春日井植物園 見学と園内散策 

秋の一日お弁当を食べながら、お花を見たりおしゃべりをして過ごしませんか？ 

3.集合場所 高蔵寺駅（JR中央線 改札出口）集合時間１０時 

4.持参する物 弁当・お茶 .参加費は無料但し交通費・入園料等は各自。 

※.参加申し込み：０５６８‐５２‐７５８０ 白井恭子 

 

 

 

 

 

 

日時：１１月８日（水）PM１:３０～PM３:３０ 

場所：市民推進活動センター集会室 

講師の安藤明夫氏は中日新聞の編集委員。医療、福祉を主に担当され現在は医療担当編集委員。中日

メディカルサイトのブログ「青く、老いたい」を執筆中。 

SLA協会では過去にも講演会の講師としてお話しいただくなど、協会活動にもご理解をいただいてい

ます。会員の皆様はぜひ、スケジュール調整をいただき参加ください。又、周りの方にも声をかけて

いただき動員していただきセミナーを成功させましょう！ 

 

SLA 主催セミナー ~心豊かなセカンドライフのために！～ 

 

 

 

今年のテーマは「自分らしく老いるために」 

講師は中日新聞編集委員 安藤明夫氏です。 
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 会 員 便 り 

 

古民家に 

多国語響き夏柳 

                     世古 つよ子 

 この句は活動拠点にしている名古屋市東区主税町の旧豊田佐助（自動織機を発明した豊田佐吉の 3番

目の弟）邸での状況を詠んだものです。私は“東区文化のみちガイドボランティア”をしています。   

現役を通常の定年より少し早く辞め、一年ほどほっとし一息入れ、再就職をしました。再就職先を退

職する直前に運よく SLA講座が名古屋で開催され受講する事ができました。 

今までに培ってきたものと、SLA講座で学んだことを融合させて地域活動等をしながらこれからの

人生を過ごして行こうと考えました。しかし働いている時には眠りに帰るだけであった地域。どのよう

にして地域に入っていけばよいかと…その時偶然地下鉄の情報コーナーで、東（自身の居住区）生涯学

習センターが開く“東区文化にみち”についての講座を知りました。但し受講するとガイドボランティ

アとしての活動を義務付けられます。受講のみしてボランティア登録をしない事は気が引けます。この

ようにして始まった私のガイドボランティア活動です。先輩たちについてガイドの実際を学び、ガイド

デビューしてみると、結構楽しいのです。定年後は社会とのつながりが薄れます。ガイドはお客さんと

コミニュケーションを取り、ガイドの為の勉強（先輩たちが学ぶ仕組みを作ってくださってあります）

をし、ガイドする事によって体を使います。定年後社会とのつながりが薄れ、会話も少なくなり、生活

不活発になる悪条件を解消してくれます。健康管理に最適の活動です。 

私はシニア期の生き方は、体力と気力に合った生き方ができると良いと考えます。現役時代に培った

経験を社会に還元していく生涯現役もよし、

趣味やボランティア活動に生きる事も良い

と考えます。 

私は上記ガイドボランティアの他に、少し

の仕事・趣味（現役を退いた時に始めた俳

句）・地域活動（仲間達とスクエアステップ

同好会を結成・保健師の先輩の高齢者サロン

のお手伝い・認知症カフェでの俳句教室）等

をしています。私の生き生きシニアライフで

す。現役時代に培ってきた事をさらに発展さ

せるために、スクエアステップ指導員や認知

症・予防音楽体操指導員も学びました。現在

の少しの仕事にそれらを活用しており 

ます。 以上が私の近況です。 

※文化のみちとは 名古屋市が平成 10年に名古屋城から德川園に至る一帯を位置づけた。そのうちの

東区に属する市政資料館から街並み保存地区・二葉館・建中寺を含め徳川園までを “東区文化のみち”

と位置づけている。 

 

 

 

＊会員の名簿順に原稿をお願いしています。  次回は高川眞砂代さんにお願いします。 

 

 

 

東区文化のみちガイドマップ 
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２９年度協会活動予定(８月～１１月)  

部会・イベントなど 日時・会場 他 

幹事会８月定例会 ８月１８日（金）AM10:00 会議室 

PC部会８月定例会 ８月１８日（金）PM１:00 会議室 

研修会『エンディングノートの書き方』 

その３ ～介護保険について～ 

９月７日（木）PM１:30～３:30 

イーブルなごや第７研修室 

幹事会９月定例会 9月１５日（金）AM10:00 会議室 

PC部会９月定例会 ９月１５日（金）PM１:00 会議室 

SLAカフェ 9月 ９月２１日（木）AM10:00～PM3:00 集会室 

全国一斉特設電話相談「シニアの悩み 110番」 
9月 23日（土）24日（日） 

AM10:00～PM5:00 第二杉浦ビル２F 

電話相談部会 反省会 9月 29日（金）AM10:00 集会室 

通信 83号印刷 10月 19日（木）AM時間未定 印刷スペース 

SLAカフェ 10月 
10月 19日（木）AM10:00～PM3:00 

AMフリースペース PM 集会室 

29年度第 2回拡大会議 10月 20日（金）AM10:00 集会室 

幹事会 10月定例会 10月 20日（金）PM1:00 会議室 

このゆびとまれ・尾張部会 春日井植物園散策 １０月２８日(土)AM10:00高蔵寺駅集合 

SLA主催セミナー 11月 8日（水）PM1:30～3:30 集会室 

SLAカフェ 11月 11月 9日（木）AM10:00～PM3:00 集会室 

※会場名の記載していない場合すべて市民活動推進センター 

 

  

地下鉄：地下鉄鶴舞線「鶴舞」下車 ６番出口より西へ

100m1本目を左折徒歩３分 

JR線：中央線「鶴舞」下車公園口より金山方面へ 

徒歩 4分「第一杉浦ビル」を右折 

 全国一斉特設電話相談 

会場地図です。 


