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事業及び行事のご案内
■スマホ教室の開催
期

会

日

場

Ａコース

8 月 5 日（水）～２６日（水）午後 1 時～2 時

Ｂコース

9 月２日（水）～２３日（水）午後 1 時～2 時

キョーエイ鳴門駅前店４Ｆ カルチャー教室（Ａ）

■留学生の送別会の開催
期

日

令和２年８月５日（水）１２時～

会

場

検討中

■めざそう！！１人で１０人の仲間づくり
期

間

２０２０年６月１日（月）～１０月３１日（土）

３人以上の会員を紹介された方に記念品をプレゼントします。
■太極拳による介護予防標語の募集
募集期間

令和２年８月３日（月）～９月１６日（水）

募集作品数

お一人様２点までとさせていただきます。

大 星 美 容 院
鳴 門 市 大 津 町 吉 永 ４４０－３
電話 ６８６－４０７７
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太極拳を楽しむ「パンダの会」が誕生するまでの経緯(いきさつ)
「パンダの会」は、今から１６年前の２００４年(平成１６年)４月２８日
に誕生しました。
その当時のことについてお話しをさせていただきます。
私自身当時、鳴門市役所で介護保険の業務に従事しておりました。
既に平成１２年度から介護保険制度が始まってから４年が経過をして
いる時代でした。
太極拳を楽しむ「パンダの会」
当時、市民が負担すべき介護保険料の基準額は、３、５２０円であり、
会長 太田 晴清
高齢化率は２２.４％でした。ちなみに令和元年度高齢化率は、３４.５％
と上昇しており、その結果介護保険料の基準額は、６、３８０円と約１.８倍になっております。
介護保険制度は、公費で負担すべき部分が２分の１、市民からの介護保険料で負担すべき
部分が２分の１の財源で以って行われています。介護保険を利用すべき対象者が増えれば、
自然と支払うべき費用は増えることになります。このことから、介護保険制度を維持する上
からも必要なことは、介護給付額の抑制を図ることでありました。鳴門市では、こうした状
況を踏まえて、
「今後の介護予防の在り方について」大学関係者から答申を頂くことになって
おりました。まもなく答申が鳴門市に示されました。
その答申内容は、「高齢者の健康づくりと同時に生きがいづくりを積極的に推進すること」
でありました。
私自身、この答申内容を受けてある一つの事を思い出しました。
それは、「介護予防」に適した、運動が「太極拳」であるという論文を既に１０年前にアメ
リカの大学生が発表しているということでした。
論文の内容は、実に利に叶ったものであり誰もが理解できるものした。
高齢者の方が、ゆっくりとした太極拳を実践すれば、一つは、
「下半身の筋力の強化が図れ
ます。」二つ目は、「バランス感覚が身につきます」。という内容でありました。
一方、介護の手間が発生する第 1 の原因は、
「転倒―骨折―寝たきりの状態―介護の必要性」
であります。
もしも、高齢者の方々が自ら下半身の筋力強化を図り、バランス感覚を身につけることが
できれば、おのずと転ばない体が出来上がることになり、介護の手間の発生をより遠くに押
し返すことになります。
そこで私は早速「介護予防ボランティア」の育成に取り掛かることにいたしました。
当時、鳴門市内で国際交流ボランティアとして活動されていた山本太一氏に「青島大学か
ら鳴門教育大学に留学中の方に太極拳の心得があるかどうか聞いていただきたい」とお願い
いたしました。
次回に続きます。
A

・・迷惑物件を地域の資産に・・空

R

P

き家 利 活用 プ ロジェクト

私たちは、鳴門市内の空き家で福祉のまちづくりを考える会です。
メンバー 福祉活動の実践者、一級建築士、家屋解体業者等
活動内容 ◎ 空き家を活用した福祉のまちづくりを展開したい方の相談活動
◎ 空き家を福祉のまちづくりに提供したい方の相談活動
◎ 空き家の再生や除却で悩まれておられる方の相談活動
空き家で福祉のまちづくりを考える会 【連絡先】 090-2967-4780 （太田)
3

募集期間

７月２２日(水)～７月３１日(金)

募集人数

Ａコース・Ｂコース

対

携帯をお持ちでない方

象

者

各８名(先着申込順受付)

ガラ携をお持ちの方でスマホに変更したい方
講座の回数

Ａコース・Ｂコースとも各４回

受

無料

講

料

受講申込先

太極拳を楽しむ「パンダの会」スマホ教室係まで受講申込書を８月
３日（月）までに提出してください。

講座内容

Ａコース・Ｂコースとも共通

〔Ａコース〕

〔Ｂコース〕

第１回 ８月５日(水) 午後１時～２時 第１回 ９月２日(水) 午後１時～２時
(開講式) 基本操作編（スマホとは、タッチ操作、音声入力等）
第２回 ８月１２日(水) 午後１時～２時 第２回 ９月９日(水) 午後１時～２時
便利な機能編（電話、メール、カメラ、地図、ネット検索①）
第３回 ８月１９日(水) 午後１時～２時 第３回 ９月１６日(水) 午後１時～２時
便利な機能編（電話、メール、カメラ、地図、ネット検索②）
第４回 ８月２６日(水) 午後１時～２時
おすすめのアプリ・まとめ (閉講式)

第４回

９月２３日(水) 午後１時～２時

講座に使用しますスマホの機種はｉＰｈｏｎｅ７です。毎回無料で貸出しをいたします。
申し込みは、申し込み書を太極拳を楽しむ「パンダの会」に提出して下さい。

“信頼をお届けする…”

帝 国 プ ロ パ ン ㍿
徳島市川内町沖島 508-8

☎（088）665-1991（代）
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パンダギャラリー

い っ ぴ ん

自慢の 逸品
商品番号０００１

商品番号０００２

制作者 八木 智江
作品の高さ
３６ｃｍ
作品の幅
３１ｃｍ
お譲り価格 ２５,０００円～

制作者 八木 智江
作品の高さ
５０ｃｍ
作品の幅
３１ｃｍ
お譲り価格 ７０,０００円～

商品番号０００３

作品の制作者からのひとこと
◎一番高くお譲り出来る方にお届けさせていただきます。
売上金の一部は、
「パンダの会」の活動費として寄付をさ
せていただきます。
商品御希望の方は、2020 年 11 月 30 日までに 住所、氏
名、連絡先をお書きの上、
はがきで申込みをお願いします。尚、購入希望価格を必ず
制作者 八木 智江
お示しください。
作品の高さ
１３６ｃｍ
作品の幅
６０.５ｃｍ
商品のお譲り結果は、次回のパンダ便り第 25 号で発表さ
お譲り価格 １００,０００円～
せていただきます。
商品希望申し出期間 ２０２０年７月２２日～２０２０年１１月３０日(月)
申し込み先 〒７７２－００３１
鳴門市大津町木津野字内田７-１０
コミュニティはうす ＴＳＵＤＯＩ 内
太極拳を楽しむ「パンダの会」
自慢の逸品係宛
切り取り線

応援します❣ パンダの会❣

太極拳シューズ

フジシマスポーツ
徳島県板野郡北島町江尻 TEL０８８－６９８－３７７３

太極拳を楽しむ「パンダの会」の方でこの広告をお見せいただくと
５,０００円以上お買い上げの方に１５％OFF させていただきます。
【有効期間】２０２０年７月２２日（水）～２０２１年１月２０日（水）
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販売元
品 名
価 格
素材名

アシックス
Ｒ ＷＵ
ウーシュー○
￥12,000＋税
天然皮革製

2019 年度

オレンジカフェ・ハンドメイド合同作品展（報告）
〔講演会〕

演

期 日
2020 年１月 25 日（土）午後 2 時～4 時
会 場
徳島県立総合福祉センター 視聴覚室
「レビー小体型認知症早期発見の源」
講 師
レビー小体型認知症サポートネットワーク神奈川
代 表 藤井 博子氏

題

〔ハンドメイド合同作品展他〕
期 日
会 場
内

2020 年２月 15 日（土）～2 月 19 日（水）
キョーエイ鳴門駅前店 4 階多目的ホール

容
◎
◎
◎
◎
◎
◎

認知症に関する啓発パネル展
オレンジカフェ（認知症カフェ）活動紹介パネル展
認知症カフェ利用者の作品展示及び即売
手作り作品づくり「体験コーナー」の設置
認知症の方及び家族の方に対する「相談会」の開催
特設パネル展示「徳島エシカル農作物の活用を」

中日武術太極拳交流協会
―企画・制作・監修―
URL: https://taijipower.net/

商

品

名 定価（税別）

24 式太極拳

5,000 円

32 式太極拳

5,000 円

内
張

容

紹偉

師範解説付

１、全外套演武（正面）
２、動作の詳細解説
３、全外套演武（背面）

※太極拳を楽しむ「パンダの会」会員の方には、定価の１５％引き（4,250 円）で商品の
お取り扱いを行っております。
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講演会

オレンジカフェ・ハンドメイド
合同作品展

作品展示コーナー

手作り作品体験コーナー
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と き
ところ
出席者

２０２０年 6 月１７日（水）１２時～１３時
キョーエイ鳴門駅前店４階多目的ホール
大会代議員３０名の内２７名出席

太田会長は挨拶の後、議長として議事を進行、事務局の圓藤治子文書事務担当が２０１９年度事業報告書
（案）を提案、浜中雪美経理事務担当から、２０１９年度決算報告書（案）が提案され両案とも了承されま
した。次に、飯原道代監査から２０１９年度監査報告があり、続いて新役員が選出されました。任期は、２０
２０年度と２０２１年度の２か年となります。続いて２０２０年度事業計画（案）が事務局の大寺禮子文書事務担
当から提案され、次に津川洋子経理事務担当から予算（案）が提案され両案とも了承されました。

役

員 体

制

（２０２０年度～２０２１年度）
会

長 太田 晴清

会長代理 出葉 栄
事務局
文書事務担当 大寺 禮子

世話役

指導員

板東支部
大西 晴夫

井内 マリ子

正木 和夫

濱

津田 あつ子

工藤 陽子
監査

瀬戸支部
原田 ひろ子

撫養支部

憲子

市川 登志惠

経理事務担当 津川 洋子
世話役

出葉 栄

泉

加代子

坂本 寛子

勝田

キヨミ

三栖 佐和子

田口

静代

竜田

美代子

北野

美恵子
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飯原 道代
小林 信子

指導補助者及び指導者の認定
◎指導補助者の認定
各支部から推薦された者の中から認定
を行う。
◎指導者の認定
指導補助者の中から認定を行う。
認定委員会
認定委員会の委員長及び委員は、会長
が委嘱します。
総会での議事進行

指導者及び指導補助者
（２０２０年４月１日現在）
指導者
撫養支部
久保田 容之夫
福居 修
久保田 知子
井内 マリ子
濱
憲子
工藤 陽子
岩田 恵美子
玉谷
佐野
出葉
赤松

喜美子
初子
栄
扶美子

指導補助者
撫養支部
橋本 隆夫
板東支部
米山 千恵子
大西 春夫
森内 恵子

新役員の紹介
太極拳を楽しむ「パンダの会」
各委員会及び委員長
（2020 年度～2021 年度）

瀬戸支部
大山 幸子
筒井 ルリ絵

板東支部
津田 あつ子
市川 登志惠
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委員会名

委員長名

介護予防普及委員会

津田

あつ子

編集委員会

太田

晴清

企画委員会

乾

秀子

指導委員会

出葉

栄

国際交流委員会

市川

登志恵

組織委員会

濱

憲子

ー太極拳を楽しむ「パンダの会」で健康づくりと生きがいづくりをー
今、欧米諸国で太極拳が注目されている

「簡化二十四式太極拳」は、
深く呼吸をしながら、ゆっくりとした動作を行う全身運動が、健康とのつながりを深めます。
この動作によって、以下のような健康効果が期待されております。
１、 副交感神経を刺激することによる血圧低下作用
２、 ウオーキングより優れた抗酸化作用
３、 コレステロールや中性脂肪などの血中脂質低下作用
４、 筋力維持や協調運動、柔軟性が改善されることによる転倒予防
５、 認知機能の改善
６、 関節炎や、関節拘縮の予防改善
７、 睡眠の改善
８、 うつ病や気分障害（気分の落ち込み）の予防改善
太極拳を楽しむ「パンダの会」は、２００４年４月２８日に誕生してから今日まで介護予防ボランティアと
しての活動を行ってきております。近年では、認知症予防活動の効果まで認められるようになってきまし
た。
入会する前に、ぜひ練習風景を見に来てください。見学は無料です。会員の皆さんと一緒に太極拳を楽
しんでみてください。
いつからでも入会はできます。会費は、１か月わずか１,０００円です。
活動中は、水分補給のためにペットボトル入りのお茶も用意されております。
【活動内容】
◎毎週午前中に太極拳を楽しみます。
撫養支部 毎週水曜日 午前１０時３０分～１２時 場所

キョーエイ鳴門駅前店４階

瀬戸支部 毎週月曜日 午前１０時～１１時３０分 場所

瀬戸公民館

板東支部 毎週火曜日 午前１０時３０分～１２時 場所

板東公民館

◎会員の親睦を図る催しを企画
春には、
「お花見の会」の実施、夏には、
「鳴門市の阿波踊り」への参加、秋には、
「鳴門のまつり」
への参加と「日帰り遠足」の実施、冬には、
「新年会」の開催など
◎気の合った会員同士による「生きがいサークル活動」の実施
「ダンス同好会」
、
「絵手紙サークル」
、
「中国語会話サークル」、「カラオケサークル」、
「阿波踊りの太
極拳を楽しむパンダ連」等のサークル活動にも自由に参加できます。

株式会社

サプライズ

訪問介護サービス

ふるさと

徳島県指定 第３６７０２００８１９号
〒７７９－０３０２

徳島県鳴門市大麻町大谷字森崎４４－１０
Tel＆fax：０ ８ ８ － ６ ８ ９ － ２ ３ ８ ５
携 帯：０ ９ ０ － ２ ８ ９ ２ － ４ １ ６ １
M a i l：harley.h2@watch.ocn.ne.
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家屋解体・遺品整理
レインボークラブ

代表者

門家

真人

〒770-0023 徳島市佐古３番町
TEL088-678-6543
080-1996-5665
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広告の掲載は、「パンダ便り」に
太極拳を楽しむ「パンダの会」は、太極拳を通して高齢者の方々の健康づくりと生
きがいづくりの活動を同時に推進しているボランティア団体です。
私たちは、より多くの人達に活動内容を知っていただくために「パンダ便り」を年
２回（７月、１月）発行させていただいております。
「パンダ便り」への広告掲載につきましては、私たちの活動を支援、応援をして下さ
る方にお願いをしております。
「パンダ便り」は、http://narutopanda.com を検索していただき、ホームページ
左側の「パンダ便り」をクリックされますと

誰でも、いつでも、どこからでも、全ページ見ることが出来ます。
広告の活用方法
ホームページ中の「パンダ便り」に掲載されております活動支援店の広告をスマー
トフォン等でお店の方にお見せされますと表示されておりますサービスが受けられ
ます。

「パンダ便り」への広告掲載料（年間）
１口

4,000 円

（縦 5cm×横 17cm）

２口

8,000 円

（縦 10cm×横 17cm）

３口

12,000 円

（縦 15cm×横 17cm）

４口

16,000 円

（縦 20cm×横 17cm）

５口

20,000 円

（縦 25cm×横 17cm）
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◎広告の中にＵＲＬを入れる場合は、
２,０００円別途に追加料金が必要です。
お問い合わせは、
太極拳を楽しむ「パンダの会」
事務局 〒７７２－００３１
徳島県鳴門市大津町木津野字内田７-１０
コミュニティはうす ＴＳＵＤＯＩ 内
TEL/FAX ０８８－６８５－６１７７（太田）

もうすぐお別れです。
もうすぐ 8 月になります。そろそろパンダの会の皆さんと「さよなら」を言います。この一年問、最初ここに来た
不安と緊張の気持ちから、パンダの会の皆さんと一緒に練習した太極拳、旅行、皆さんの笑顔と話にいたるまで、い
ろいろ収穫があって、珍しい思い出も残 っています。
まずは太極拳のことです。中国でも太極拳の授業がありますが、学生は単位を取るためにただ期末がギリギリの時
に必死に練習しています。 というと、太極拳とは何ですか、どんな態度、姿を持って勉強するのか全然知りません。
つまり、太極拳の魂を知らず、ただ表面的に流れているだけです。
最初、私もそのような状況で、２４式の名称すら知りませんでした。「中国人なのに、太極拳がわからない」という
ドキドキの気持ちを持って、パンダの会に参加しました。しかし、パンダの会の皆さんは優しくて温かいです。私が
苦手なことを知った後、皆さんは熱心に教えてくれます。特に福井先生と初子さん、二人は毎週に私たちを連れて、
足と肩の動作を教えてくれました。とても責任感のある先生だと思います。そのように毎回基礎の動作を練習して、
動きが指導されていくうちに、だんだん上手になります。今は２４式が覚えられて、動作もはっきりできます。これは
全部パンダの会の皆さんが手を取って真剣に教えてくださった結果です。 そのことを考えるたびに、よく感動しま
す。
「皆さんに出会えて良かった。
」というような心があって、おかげで生活も充実して過ごせました。
パンダの会で、一番印象深い ことは皆さんの生活態度です。元気満々でいつも笑って、お年寄りではなく、若者の
ようです。歌が上手な太田会長、声も体も大きい久保田さん、かわいいミツルさん、中国語を勉強しているクラブの
皆さんいくつになっても生活に情熱があって、好きなことを選んで、夢を追います。
実は、私は初めてこのことが分かりました「好きな生活スタイルで生きている」ということです。私もこのような
生活状態が好きです。価値観があるし、生活も充実し、一番幸せなことです。以前の私、
「本当の生活とは何か」とい
う疑問がありました。自分の将来は、どのように生きたらいいのだろうかという疑問です。パンダの会の皆さんと一
緒に過ごした一年間、だんだんと人生ということがわかってきたような気がします。若者たちの中に、体も年齢も若
いのですが、毎日ぼうっとして何もしない人もいます。これは歳を取るより、もっと怖いことではないでしょうか。
「好きな生活を選び、いくつになっても元気いっばい」ということの良さがわかりました。これからも頑張ります。
この一年間、皆さんにはお世話になりました。帰国した後、太極拳をよく練習して、日本語を勉強し続けます。いつ
の日か、もう一度パンダの会の皆さんと一緒に太極拳を練習したいです。
２０２０年６月２２
黄 誉婧より
光陰矢の如し、鳴門での留学生活はもうすぐ終わりになります。この一年間に、大学で勉強しながら、
「パンダの会」
のいろいろな活動に参加して、本当に充実した留学生活だったと思います。
私は日本へ留学に来る前に、本当の日本を自分の目で見て、日本文化を自ら体験したいという目標を持っていまし
た。でも、日本に来たばかりで、緊張しすぎたので、日本人に話しかけるのもできなかったです。
「大変な始まりだ、
これなら、目標を達成できないだろう」と思いました。そのうちに、ある活動でパンダの会のおじいさんは、
「実は、
パンダの会のみなさんはあなたと交流したい、あなたたち留学生はみなさんにとって、孫みたいな存在だ」と、私に
言ってくれました。
その時、私は「わたしが他人と交流したいだけではなく、多くの場合は、他人も私と交流したい」とわかりました。
ですから、私はできるだけ多くの人と交流することで、たくさんの友達が作れて、生活が前の予想通りに楽しくなり
ます。
そして、この一年間は、パンダの会の皆さんと太極拳をしたり、中国語＆中国茶で交流したり、旅行したりして、
本当の日本文化を体験しました。それに、みなさんの生活に対する積極的、楽観的な態度は、みなさんを若くさせて、
すごく元気に見えます。この態度は、私の今度の留学中一番勉強になったことだと思います。
それ以外に、私はより多くの友達を作って交流するために、アルバイトをしていました。レストランでの仕事は大
変ですが、従業員の方や店長さんまでも友達になって、お互いに日中文化に対する観点を話し合って、非常に楽しい
時間だったと思います。
この度は、新型コロナウイルスの影響で、パンダの会の多くの活動や旅行などもキャンセルしなければなりません。
元々は、みなさんともっと多くの交流ができるのに、本当に残念だと思います。でも、パンダの会のみなさんと一緒
に作った思い出はいつまでも、決っして忘れることはありません。
２０２０年６月２４
高 偉峰より

13

２０１９年６月１５日上海で
２０１２年度「パンダの会」会員
龍 霖より

パンダ会の皆さん：
ご無沙汰しております！新型コロナが拡大
する中、どこも大変だと思いますが、お元気
ですか？
まずは仕事についてですが、去年の６月末
に大学院を出て、７月に青島に戻って仕事を
始めてから１年が経ちました。仕事にだんだ
ん慣れて、日本の企業に触れるチャンスがな
かなか少ないですが、自分自身努力して働く
価値が見えるようになってきました。これか
らもがんばります！
次に生活についてですが、最近はコロナが
ようやく少し収束しつつあるおかげで、レス
トランでの外食も多くなりました。そのせい
で、ちょっと太っちゃいました。夏が来てき
れいなワンピースが着られるように、今から
ダイエットするつもりです。
以上は私の近況です。皆さんのご健康とご
多幸をお祈りいたします。もしチャンスがあ
れば、ぜひ青島へお越しくださいね！お待ち
しております。
２０２０年６月１５日
２０１４年度会員
孫 華釣より

太極拳を楽しむ「パンダの会」の皆さんへ
暑い夏が来ていますが、
「パンダの会」の皆
さん、お元気ですか。光陰矢の如し。帰国して
あっという間にまた一年過ぎてしまいました。
２０２０年には新型コロナウイルスの感染拡大の
影響でみんなも大変になりましたね。会長さん
によると、６月からみんなが体温を測るなど気
を付けながらの練習を始めたそうですが、みん
なの健康な様子を知って何となく安心しまし
た。
この冬休みに日本へ行く予定でしたが、新型
コロナウイルスで、結局キャンセルせざるを得
なくなりました。みんなに会えなくなってとて
も残念でした。
中国での感染については、今基本的に抑えら
れているので、私は最後の大学生活を楽しんで
います。最近、卒業論文の発表が終わったばか
りで、大学時代はもうすぐ終わります。もちろ
ん次の院生の段階も楽しみにしています。たぶ
ん大学と異なる生活になるかもしれません。引
き続き頑張っていきたいです。
ますます暑くなりますが、お体を大切にして
くださいね。
２０２０年６月１５日
２０１８年度 会員
徐 方冰より

パンダ会の皆さん
こんにちは、ご無沙汰ですが、皆さんお元
気ですか？
帰国してからすでにもう７年になりまし
た。私は青島から上海に引っ越しました。今
はある広告会社で働いています。仕事が忙し
くて、毎日朝１０時から夜１１時ぐらいまで１３時
間働いて大変だと思います。しかし、毎回素
晴らしい作品ができて、嬉しくて疲れたこと
全部忘れます。
私は２０１８年５月に結婚しました。その時皆
さんからプレゼント（私と主人の写真）をい
ただきとても嬉しかったです。ありがとうご
ざいました！
今年の 2 月に会社の方と一緒に日本旅行を
予定しておりましたが、コロナのせいで、行
けませんでした。残念です。コロナの間、日
本からはいろいろと支援をしてくれてありが
とうございました！
ぜひ、来年日本に行きます、皆さんと会い
ます！懐かしいです！
色々ありがとうございます、みんなお元気
で！またね！

大変ご無沙汰しております！
２０１４年-２０１５年にお世話になっていた青島
大学の杜程程です。
お元気でいらっしゃいますか？そして、「パ
ンダの会」はまだ順調に続けられていますか？
コロナの影響で、しばらくはトレーニングされ
ていないと思いますが、きっと皆さまはご自分
のお宅で続けられていますよね。それとも、も
しかしてオンライントレーニングもなさって
いますか？
実は、コロナの前に一度日本に行ったことが
ありますが、色々あって鳴門に戻ることはでき
ませんでした。そして、私は去年の６月に卒業
して、今は実家の青島のハイセンス(HISENSE)
で通訳として働いています。平凡な毎日です
が、やりがいを感じています。そして、家に近
いので、両親も色々面倒を見てくれます。
コロナが落ち着いたら、また日本に行きます
ので、またその時にお会いしましょう！
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今はまだ感染が落ち着いていませんので会
長も皆さまもくれぐれもお体にお気をつけて
ください！
再会することを楽しみにしております！
２０２０年６月１６日
２０１４年度会員
杜 程程より

が好きな本を読みました。そして、料理が好き
なので、家にいて自分で料理を作って、料理レ
ベルも上がるし、自分の両親とも一緒に時間を
過ごすことができました。
大学院のことについてですが、専門は国際ビ
ジネスですから、最近経済についていろいろ勉
強しました。私にとって、経済がちょっと難し
いですが、日本で就職したいですが、今の状況
で、これからどうなるのかちょっと心配してい
ます。
最後ですが、皆さんの健康とご多幸をお祈り
いたします。
２０２０年６月１９日
２０１７年度 会員
李 俊より

パンダ会の皆さん：
大変ご無沙汰しております。皆さんはお元気
でしょうか。私のこと、まだ覚えていますか。
皆さんが忘れないように、簡単に近況をご報告
いたします。
新型コロナウイルスによる肺炎の流行のた
めに、学校再開ができなくて、２０２０年の年明
けから今まで、ずっと実家にいます。そろそろ
卒業しましが、卒業記念写真もできなくて、卒
業式にも参加できません。何だか悲しいと思っ
ています。
去年の１２月に大連外国語大学の大学院入学
試験を受けて、無事に再試験に合格しました。
コロナウイルスの影響で再試験はオンライン
で行いました。無事に合格しました。今年の 9
月から大学院生活を迎えます。
夏休みは運転免許を取りたいです。そして、翻
訳の専門試験を受験勉強します。引き続き笑顔
で前向きに生きていきたいです。
今のところ、新型コロナウイルスによる肺炎
の流行はだんだん好転していますが、皆様は是
非是非お体に気をつけてください。
２０１９年６月１８日
２０１８年度「パンダの会」会員
韓 嬌より

パンダの会の皆さん
こんにちは
お久しぶりです、皆さんはお元気ですか？
私は元気ですよ。今年はコロナでいろいろと
大変でしたね。皆さんも無事ですか。まだ悪い
状況が続いていますが、古里はもうだいぶよく
なりました。ニュースによると、日本も段々と
良くなっていそうで、よかったですね。
大学を卒業してもう一年が経ちました。この
前、中国の大学院の試験を受けて、残念ながら、
失敗してしまいました。それで、私はすぐに働
き始めました。今は高校で日本語の先生をして
いて、そろそろ大学入学試験ですから、今忙し
いところです。先生になって、日本語について
のことがより詳しくなりました。学生の頃なか
なかわからないところが先生になってからわ
かるようになりました。それに、古里の高校で
先生を担当していますから、これからは貴州省
出身の日本語人材も多くなると思います。大学
入学試験のことで毎日大変ながらもうれしい
です。日本語専門の学生として自分の知識を活
かせることが何よりです。
今後、自分達の生活がもっと暮らしやすくな
るようにと願っています、皆さまも元気で長生
きするように願っています。皆さんと再会する
ために、頑張って貯金しています。
２０２０年６月２６日
２０１７年度会員
冉 茂鑫より

パンダの会の皆さんへ
ご無沙汰しております。皆さんは元気でしょ
うか。鳴門はもう梅雨の時期に入ると思います
が、体に気をつけてください。実家はまだ熱く
はありませんので、天気もとてもいいです。大
学院に合格しましたが、今はまだ家にいて、遠
距離授業を受けています。今年はコロナの原因
で元々色々な予定がありましたが、やりたいこ
とが何もできなくなってしまいました。
最近の中国のコロナの状況についてですが、
結構良くなりました。外食や買い物などもでき
る状態になりました。そして、いま中国では、
野菜や薬まで、何でも出前ができるから、家を
出なくても、生活は全然大丈夫です。そして、
ずっと家にいるおかげで、好きなことを
する時間があります。ですから、色々な自分
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『介護のお悩み』があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
ケアマネ・ディサービス・ヘルパー・グループホーム・特養の受け入れ

社会福祉法人

緑樹会

介護老人福祉施設 おおつ苑
鳴門市大津町大代字戎野 472 番地
電話 ０８８－６８４－３７８８

TEL.(088)685-3351

TEL.(088)686-1133

鳴門市大津町矢倉字六ノ越５-９

鳴門市大津町矢倉字四ノ越５番

ＴＥＬ．(０８８)６８５-３605

TEL.(088)686-3113

鳴門市大津町矢倉字四ノ越３番

鳴門市大津町矢倉字五ノ越３２-１

Ｔ（太極拳を）Ｔ（楽しむ）Ｐ（パンダの会で）４８（しあわせに）
私たちは、平均年齢６５歳以上のヤングシニアで構成された施設訪問ボランティアです。
介護予防運動のための太極拳のほか、カラオケ、阿波踊り等で、施設利用者の皆さんと
楽しい時間を共有しております。
もしも、出演依頼を希望される時は、ぜひ一度私たちにお声をかけてみて下さい。
事務局（０９０）４７８０‐２９６７（太田）まで御連絡下さい。
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