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この頃思うこと 

中部ＳＬＡ協会 副会長 井出勝男 

 

 今年も残すところ半月、もうすぐあまり嬉しくもない正月がやってまいります。特に月日の経つのが

早く感じられる今日この頃です。寒い日が続き、巷ではインフルエンザが流行っております。皆様も健

康管理には十分気を付けくれぐれも肺炎などにかからぬように！ 

 我が中部 SLA協会でも毎年２回行っている「シニアの悩み 110 番」も新しい場所に移りましたが、 

今後厳しい場面に遭遇するときも有り得ますが、皆で力を合わせ継続させたいものです。 

先に作った「エンディングノート」の活用をと、外部の講師や執筆して頂いた方々による研修会を開催

し少しでも自分のものとして頂き実践して欲しいと思っております。 

また新しく９月より「SLA カフェ」を開始しましたが、残念ながらまだあまり浸透せず参加者も少ない

ですが、どうか気軽に参加して頂き楽しい一時をすごしましょう。 

１月末には例年通り「新年会」を予定しております。皆様今から予定を組んで頂いて、大勢の人たちの

参加をお待ちしております。よろしくお願いします。 

 我々２期生、３期生のほとんどの人達が第 4 コーナーを廻り、人生最後の仕上げの時に差し掛かって

まいりました。私達が育ったころは貧しいが由に家族や地域の人々が皆で協力し助け合ってゆかねば生

きていけなかった。他人を思いやり心が温かかった。その後皆の努力により経済的に豊かになった反面

自分の思い通りに行動し我が儘になり、現在のように人を信じられず殺伐とした世の中になってしまっ

た。親の世代までは最後は子供が親の面倒を見るのが当たり前だったが、今はそうは行かない。なるべ

く家族に迷惑を掛けないよう自分で自分に人生には責任を持つという覚悟が必要になる。その為には 

エンディングノートなどに「自分の最後はこうして欲しい」としっかり書いておき自分の考え通りにし

てもらうようにしたい。我々も元気で活動できるのも長くて後十年位か。その間に後悔の残らぬよう 

自分のしたいことはやっておく。自分で稼いだ金は子供達に残すのではなく自分で使いたいものだ。 

最近、平均寿命は延びたが重要なのは健康寿命である。幸い愛知県は日本一を争うくらいだ。百寿の

人は６万８千人を超えたそうで、その人達は好き嫌いがなく食べたい物を食べるという。 

タンパク質（魚や肉）、野菜（ちなみに愛知県は全国一少ない）を採り、くよくよしなく過ぎたことは

気にしないそうだ。簡単な体操や散歩など実行している。少しでも見習いたいものだ。 

次に、前に新聞で見た実践したいこととして（か・き・く・け・こ）が載っていた。 

参考に 

か 感謝―どんな些細なことでもありがとうの気持ちを持ち口に出していう 

き 興味―身の回りや世の中のことに何でも好奇心を持ち自分の目、耳で確め考える 

く 工夫―どうしたら快適な暮らしができるか自分で考えてかつ工夫する。 

け 健康―「健全な精神は健全なる肉体に宿る」しかしあまり気張らず一病息災位で 

こ 恋心―何にでも心をときめかせる 異性だけでなく大いなる自然や草花にも 

PS 朝無事に起きられたら心に念じ実行する 「今日を最高の一日にしよう」 

 2017年12月１5日発行 

中部シニアライフアドバイザー協会  
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平成２９年度 SLA 主催セミナー  

～心豊かなセカンドライフのために～ 「自分らしく老いるために」 

     

11月 8日（水）中日新聞編集委員の安藤明夫氏に講演をお願いし、名古屋市民活動

推進センター集会室で開催しました。毎年このセミナーを心待ちにしていてくださる

方もあり、参加者は会員 21名。一般 38名。総勢 60名近い人数となり、熱気あふ

れるセミナーとなりました。 

 

受講しての感想です。 

 11月 8日に上記講座を受講しまた。その内容を大まかにまとめてみますと、先生は日頃中日新聞社

の記者として、ご活躍されています。その取材の中から選んでのお話でした。お話の中の方々が何らか

の病気や障害と共生しながら残りの人生を如何に有意義に過ごしてこられ、現在ご活躍されているかと

言う内容でした。非常に感動しました。それ故に今後の社会環境等についてどのよう対応していけばよ

いか、自分らしく生きていくにはどのような方法があるのか、考える必要性に迫られた心境でした。 

 また、2040年高齢者人口がピークになるとのことです。自分の地域の中で元気に幸せに長生きする

には、元気なうちに備えが必要であり、地域の中での交流が最大の良薬であるとの事でした。 

 先生はまとめとして、①情報の収集に強くなろう。②地域の中でできる事を捜そう。③一人でもでき

る楽しみをも持とう。④高齢になる程年下の友達を作ろうと。 

 各自それぞれ考えなければならない課題です。最後に先生がご自分の家庭状況について苦労話をされ

ました。それ故に現在いくつもの慈善団体に所属されご活躍されている様子に心うたれました。 

 誰もが自分らしく老いる事が出来るように願い、前向きに生きていくことができれば幸せだと思いま

す。                                        浅野澄子                                                   

 

バス旅行に参加して 

佐藤 マリ江 

１１月２９日、総勢１６名での知多半島への日帰り旅行に参加しました。始め少し雨がぱらつき心配し

ましたが、その後次第に晴れてきて晴天に恵まれ旅行日和となりました。 

昨年 SLA 協会に入会したばかりの私にとっては、これが初めての親睦旅行でした。知多半島へは何度

か訪れていますが、いつも家族や友人達との少人数の旅が多いので、今回はまるで小学校の遠足（大分

薹[とう]が立っていますが）のような楽しい気分になりました。 

出発からおおよそ２時間半程で（途中えびせんべいの里でお買い物）、今回の唯一の立ち寄り観光名所 

源氏由来、祈願成就の寺・野間大坊に到着しました。歴史の重みを感じさせる源義朝の墓の前には暗殺

された義朝の最後の言葉「我に小太刀の１本でも有れば、むざむざ 討

たれはせん」より、願い事を書いた木太刀が山積でした。静かな境内

を散策しているとまるでその時代にタイムトリップしたかのような厳

かな気分になりました。その後再びバスに乗り、程なく今回の最終目

的地ホテル小野浦に到着。おいしい料理を堪能しながら、本日の一番

のハイライトー深津さん、加藤さんによる楽しい余興に腹をかかえま

した。それらは老人会などでも披露されているということで、面白おかしい内容の随所に役立つ知恵が

盛り込まれていたのはさすがでした。それから希望者は温泉を満喫し、それ以外の人たちはロビーでコ

ーヒー片手に楽しいおしゃべりタイムを過ごした後、帰りのバスに乗り込みました。帰りは魚太郎によ

り、そこでまたたくさんの買い物をして、心地よい疲れと共に帰宅の途に就くことができました。細か

な計画を練って下さった役員さん達に感謝です。           
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☆平成２９年度 第２回拡大会議 

 開催日 １０月２０日（金）１０：００～１２：００ 市民活動推進センター集会室 出席者１３名 

 ・各部会活動報告及び今後の予定 

 ・セミナー参加の呼びかけのお願い並びにバス旅行の具体的内容のお知らせと参加の呼びかけ 

☆第７回幹事会 

 １０月２０日開催の第 2回拡大会議と出席者、議題共に同様であるため兼ね、諸連絡のみとする。 

☆第８回幹事会 

 開催日 １１月８日（水）１０：００～１１：３０ 市民活動推進センター集会室 出席者８名 

 ・セミナーの役割分担の確認と準備 

 ・８４号通信打合せをする。バス旅行の参加人数など確認をする。 

 

 

 

 

 

 研修部会 

２９年度 SLAセミナー ~心豊かなセカンドライフのために！～ 

  日時：１１月８日（水）PM１:３０～３:３０  

場所：市民活動推進センター 集会室  出席者：一般 ３８名  会員 ２１名  

 講師：中日新聞編集委員 安藤 明夫氏 

 PC 部会 

第４回部会 

日時：１１月９日（木）PM１:００～３:３０ 場所：推進センター集会室 出席：７名 

 

 

 電話相談部会 

研修会 ※消費者教育支援センター主催・中部 SLA 共催 

日時：３月３日（土）AM１０：０５～PM２：５０ 場所：ウイルあいち 第５会議室(３F) 

講師：弁護士 安彦 和子氏（東京第一弁護士会） 失敗しない終活について 

明治大学名誉教授 向殿政男氏 消費者事故の現状 

  ※出欠席は ２月１５日までに連絡ください。大歳（090-7852－7073） 

 PC 部会 

第６回部会  

日時：１月１１日（木）PM１:００～３:３０ 場所：市民活動推進センター集会室 

第７回部会 

日時：２月８日（木）PM１:００～３:３０ 場所：市民活動推進センター集会室 

 

 

 名北部会 「紅葉の徳川園散策と食事会」 

日時 ２０１７年１２月７日（木） 出席 ６人 

 晴天の一日を、SLA 会員 世古 つよ子さん（東区文化のみちガイドボランティア）の案内で、 

紅葉の徳川園を散策しまた。それぞれが何度か訪れたことのある徳川園も、いつもはただのんびり

部 会 報 告 ・ お 知 ら せ 

幹 事 会 報 告 

 部会報告 

お知らせ  

地域部会  
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散策しているだけでしたが、ガイドを聞きながらのそれは、変化に富

んだ景観の意味や木々の名称、いわれを知ると一層、興味深く美しく

感じることが出来、贅沢な初冬のひと時を過ごすことが出来ました。

その後、園内のガーデンレストランで大名庭園を眺めつつフランス料

理に舌鼓を打ちながら、各会員の近況報告と今後の活動について話合

い交流を深めました。 

 

 

『笑う門には福来る』新春の初笑い、ご一緒にいかがですか？ 

来春早々に、寄席と初詣の計画を立てました。笑った後は、観音様に初詣、明るい一年を祈りたい

と思います。 

実 施 日： ２０１８年１月９日(火) 

行 き 先：大須演芸場 大須観音 

   地下鉄大須観音駅 ２番出口 徒歩３分・地下鉄上前津駅 ８番出口 徒歩１０分 

集合場所：大須演芸場前 AM１０：３０  演芸 AM１１:００～PM１：３０(途中休憩あり) 

ラ ン チ：PM２：００~   ローズコートホテル 1 階『メルローズ』      

会 費：４,０００円  

申込み先：白井恭子 ０５６８－５２－７５８０・ ０９０―８４７０－７５７３ 

申込締切：１月６日（土） ※寄席のみの参加でも構いません。 

【ご報告】１０月２８日の春日井植物園散策は、台風のため中止させていただきました。 

 

 

 

 

 

✜日 時： ２０１８年１月２７日（土）１２：００～１４：３０ 

１１時３０分受付 １２時開宴 開始 

✜場 所： アウル （中区栄 3-13-31 プリンセスガーデンホテル地下 1階） Tel 052-269-1230 

 （地下鉄東山線 栄 8番出口徒歩 7分・地下鉄名城線 矢場町 6番出口徒歩 7分） 

✜会 費：４，７００円（飲み放題・コーヒー付き） 

✜申し込み：１月１５日（月）までに下記あて出欠をお知らせください。 

※宮地祥子：FAX ０５２-８１１-９９８８   

携帯 ０９０-８９５７-７２３１  

E-mail pure-sachiko@aioros.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名北部会例会  このゆびとまれ 

✜プレゼント交換をします！ 

５００円程度のプレゼントをご用意ください！ 

（心を込めた手作りの品、もちろん OKです） 

✜お楽しみタイムもあります！ 

SLA 新年会のお誘い 
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会 員 便 り 

≪ 私の生きがい見っけ！ ≫ 

 高武 知子 

 

子育てが終わり、第２の人生での生きがい見つけは、パソコンを習うことから始めまし

た。私の学校生活や仕事の関係では、パソコンの操作方法を学ぶ機会はありませんでした。 

５０代も半ばになって、遅ればせながらパソコンの基本操作くらいは覚えたいと思ってい

たところ、久しぶりに会った知人からパソコン教室を紹介してもらうことができました。 

パソコン教室の講師さんはＳＬＡ会員の方々でした。先生方は何も分からない私を一から

丁寧に教えてくださいました。数年後、その先生方からＳＬＡ会員になるための養成講座

が開催されるとの情報を得、不安ながらも受講させていただくことにしました。 

いざ講座が始まると、受講されている皆さんの意欲の高さに毎回圧倒され、ついていくの

に必死な思いでした。そんな私でもなんとか修了証をいただけ、とても嬉しい思いをした

ことを覚えています。養成講座を受講しているとき、「私、傾聴ボランティア活動をしてい

ます。」と言われる人がいました。私は傾聴ボランティアについての知識はありませんでし

た。活動内容についてのお話を伺っているうちに傾聴ボランティア活動への興味を覚えま

した。程なくして、港生涯学習センターで「傾聴ボランティア養成講座」が開講されると

の情報を耳にしました。私はすぐに申込みをし、講座を受けることができました 

講座終了後、受講生によって会を立ち上げることになり、傾聴ボランティアの会が発足し

ました。これがボランティア活動に足を踏み入れたきっかけです。最初は傾聴ボランティ

ア活動のみでしたが、区の社会福祉協議会を通して次第に他のボランティア活動の要請も

くるようになりました。その中には障がい者施設からの依頼もありました。私はそれまで

障がいを持った人との関わりはありませんでした。近くで困っている障がいを持った人を

見かけても声をかけることができませんでした。だから障がい者施設でのボランティア活

動参加には躊躇していました。しかし、体験活動で施設に行ったとき、出会った青年から

「事故で障がい者になりとてもつらい。でもそのつらい思いを親に伝えると親が悲しむ。

誰かに話を聞いてもらいたい。」と言われました。私はこの青年の声を聞いて、活動に参加

してみようという気持ちになりました。今では月に 2 回ですが、障がい者施設でおしゃべ

りをしたり、おやつの時間にお茶やお菓子の用意をしたりしています。また、外出のお手

伝いをさせていただくこともあります。最近では、半田にあるミツカンミュージアムや名

古屋港水族館に出かけました。普段外出する機会が少ない人たちにとっては楽しみにして

いる行事です。多くの笑い声が聞かれ、笑顔がはじけます。障がい児の子供たちとのプチ

運動会にも参加しました。今回の昼食会場は回転寿司店でした。みんなとても喜んでいま

した。12 月には毎年クリスマス会が行われます。一生懸命に練習した歌や踊りを披露して

くれます。毎年参加していると、子供たちが少しずつ成長していることが分かります。 

パソコンから始まり、ＳＬＡ会員、傾聴ボランティア活動、障がいを持った人たちとのふ

れあい。興味や関心を持つことにより活動範囲が広がるとともに、より多くの人たちと出

会うことができました。そして、いろいろな情報を得ることができ、学びの場が広がるこ

とを知りました。私は可能な限り、今の活動を続けていきたいと思っています。     

  

＊会員の名簿順に原稿をお願いしています。  次回は林博子さんにお願いします。 
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２９年度協会活動予定(12 月～3 月)  

部会・イベントなど 日時・会場 他 

幹事会１２月定例会 １２月１５日（金） 
AM10:00～AM12:00 

会議室 

SLA カフェ１月 １月１１日（木） 
AM１０:００～PM３:００ 

集会室 

PC 部会 １月１１日（木） 
PM１３:００～PM３:００ 

集会室 

幹事会１月定例会 １月１９日（金） 
AM１０:００～AM１２:００ 

会議室 

新年会 １月２７日(土)  
AM１１:３０受付 アウル 

（プリンセスガーデンホテル地下） 

SLA カフェ２月 2 月 8 日（木） 
AM1０:００～PM３:００    

集会室 

PC 部会 ２月８日（木） 
PM１３:００～PM３:００ 

集会室 

通信 85 号印刷 2 月 15 日(木)  AM11 時～印刷スペース 

幹事会 2 月定例会 2 月 16 日(金) 
AM１０:００～AM１２:００ 

会議室 

電話相談部会研修会 3 月 3 日（土） 
AM9:40～PM２:５０ 

ウイルあいち 第５会議室（3F） 

SLA カフェ３月 ３月８日（木） 
AM１０:００～PM３:００ 

集会室 

PC 部会 ３月８日（木） 
PM１３:００～PM３:００ 

集会室 

幹事会 3 月定例会 3 月 16 日(金) 
AM１０:００～AM１２:００ 

会議室 

第４４回全国一斉特設電話相談 
３月２４日（土） 

３月２５日（日） 

AM１０:００～PM５:００ 

第二杉浦ビル ２F 

 

※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 

 

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/ 

 

  


