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　12月27日の午後、第2回オンラインポットラックが開催され、9名の方が参加されました。 
11月のオンライン初回の5名よりも参加者数が増え、ホスト役をしておられる河南さんも嬉しそう。 
まだzoomをしたことがない方も次回、ご一緒しませんか？　操作は慣れればとても簡単です。（ホス
トから送られてきたリンクをクリックし、あとはPCの指示に従うだけ。E-mail ができる方ならzoom
は簡単。）オンラインポットラックでは、お菓子を分け合う楽しみはお預けですが、安全に、そして
遠方の方でも参加できるという二つの大きなメリットがあります。今回はAmsterdam近辺、Nijmegen
近辺、Vinkeveen, Rotterdam, Zwolleとあちこちからの参加が。 
今後も集会が難しい限りはオンラインで続けますので、みなさんどうぞご参加ください。 
また「やり方が不安。ヘルプしてほしい」という場合はお気軽にご連絡ください。　 
電話でちょっとやり方を教えてもらえば、すぐにできますよ！ 

                   第２回　オンラインポットラック報告                

                                         2020年12月27日（13:00-16:00) 

🍮   ポットラックででたお話し 
•  日本の母が退院した後、父が自宅で世話をす
ることに。ナルク 会員になって自分がオラン
ダで貯めたポイントを使ってほしいが、（両
親にとって）新しい制度、新しい人の世話に
なることに躊躇しており、残念。　 

    →" いわゆる「老老介護」で特に男性が女性 

を介護する場合、完璧にして却って疲れてし
まいがち。その辺の加減を見守ってくれる第
三者がそばにいるといいが。民生委員制度
は？ 

•  高齢者はその世話をしてくれる家族は、子供 
よりも、孫の方がうまくいく場合あり。 

    義家族の孫が自宅に掃除の手伝いにきてくれ 

    る好例あり。 
•  ナルクの活動は素晴らしいと思う。ただ、自
分は近くの高齢者施設で週一回ボランテイア
を3年続けており、ポイントを貯めることに
関心がない。 

→# ナルクは若い人にボランテイアの意義を
訴え、次世代に繋げたい活動と思うので続け
ている。ナルク会員はポイントを貯める為に
ボランテイアしているのでしょう？と言われ
がちだが、そうではなく、多くの人は、活動
が第一でポイントは第二、だと思う。 

    NALCは、タイムバンキングをベースに活動 

    している。ポイントの申請、または必要に応 

じてポイントを活用することも、NALCの活動を
活発にするお手伝いになることをぜひ理解して
いただきたい。 

• 高齢で母国語しか出てこなくなってオランダ
人と話せなくなったらどうする？　 

   →#  google translate 利用！ 

• コロナの期間の、ボランテイア活動：　大抵
の施設では活動が停止しているが、ケア
ファームでは（戸外にいることが多いので）
活動は継続している。 

• 家族を施設でケアして看取った。施設、医師
の対応に不満足の部分も。様々な経験をた。 

   →" 施設で最後を迎えるときには家族は充分 

   に医師や施設側と意思疎通をしておくことが 

   重要ですね。 
• 防護服を着て高齢者施設に入ることを許され
た事例を見た。でもあんなすごい服を着た人
が来たら高齢者には誰だかわからず、びっく
りしてしまうのでは？ 

• 家にいる時間が増えたので、料理、日本の食
べ物作りに挑戦。→" ニューズレターにレシ
ピ記事書いてくださ～い 

ホストより：オンラインポットラックの入退室は随
時、自由です。　次回は話のテーマを決めましょう。
また来月お会いしましょう。お知り合いをお誘いく
ださい。 

（ 東 ） 
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～～　オランダ邦人連合会準備委員会のこと ～～ 

通称「ホウレン会」と呼ばれているこの会のことを、会の事務を担当しておられる大塚千恵子
さんに伺ってみました。　ナルクはホウレン会の賛同団体になっていますので、ホウレン会での
お手伝いはナルクの活動と捉えられ、オランダだけで使えるポイントの対象となります。 

★  ホウレン会　設立のキッカケ。 

Amstelveenにある囲碁会館は大きな建物で、日本人の様々な活動拠点となっていました。
日蘭（シルバー）ネット、カモメの会、JWC、在蘭相談窓口のような組織が大小の会合を開く
のに最適な建物でした。有志がボランテイアで始めた「囲碁茶房」ではおうどんや和菓子が
食べられ、日本人が集まってくる楽しいスペースでした。ナルクも2016年のキックオフをする
のにその一室をお借りしました。ところが2019年に囲碁会館は突然、閉鎖されてしまったの
です。せっかく日本人が気軽に集まれるいい場所だったのに。この閉鎖を機会に、囲碁茶房
に替わる新しい場所を探そう、と有志が集まり、「ホウレン会」が設立されました。 

＜以下、ホウレン会役員会発行の資料からのの抜粋です＞ 

★  ホウレン会　活動の方向性。 

（１） Mission： 

オランダに居住する日本人を中心とした方々の 

　親睦のためのプラットフォームを提供 

　プラットフォームのイメージ＞ 

① 上下関係のない対等なパートナーシップの 

もとに連携した組織体制 

② それぞれに異なった存立基盤に立つ在蘭邦人や団体が、公共的な目的達成のため協力し合う 

　 開かれた「場」を提供する機能 

（２） Vision： 

オランダに来る前（渡蘭検討中の方への情報提供など）、オランダに来てから、そしてオ 

ランダから出ても、必要であればアクセスできるような場所を構築・運営（Anywhere,  

Anytime） 

（３） 活動コンセプト: 

　　オンライン上のコンテンツが重なり合ったデジタルな場所を主体とする（NEMO茶房のよう  

      な実際の交流の場だけでなく、オンライン上で交流、情報交換できるような場を提供） 
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      在蘭歴の長い人、短い人、高齢者、若い人、様々な人が共に快適なオランダ生活を、形の日本人の 

   集まりの場作りを目指すホウレン会。ナルクとしても行く末を見守り、応援していきませんか。 

（ 東 ） 

囲碁茶房に替わる場所がAmstelveenにみつかり、またおうどんを食べに日本人が集まれる
ようになりました。　( NEMO茶房 Ouderkerkerlaan 15）コロナの為、その開業は流動的です
が、高齢者の集まりや、小さなお子さんの集まりにも利用されています。そんな茶房でボラン
テイアをされれば、オランダだけで使えるポイントの対象になります。 

＜ボランテイアのおもな内容＞ 

茶房厨房のヘルプ 

NEMO茶房の庭管理 

NEMO茶房内の掃除 

各種事務のヘルプ 

木曜会（日本人高齢者が集まる会。NEMO茶房にて。）のヘルプ
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TijdSparenはアメリカのタイムバンキング制
度を取り入れています。私は2013年から2017年
までニューヨークに在住し、その期間にタイム
バンキング制度について多くを学んできまし
た。私自身もタイムバンキングで活動しました
し、タイムバンキングの創始者であるエドガー
カーン氏とも丸一日ミーティングをしました。
私の持つ全ての疑問を彼にぶつけたのです。そ
して、私はオランダに戻ったら、このタイムバ
ンキング制度をオランダで広めることを心に決
めていました。その経緯で 2 0 2 0年 1月に
TijdSparenが法人として誕生したわけです。 

TijdSparenでは、参加者が平等であること、
何かを交換しあうこと、お互いを力付けること
を成し遂げたいと思っています。また同時に参
加した人の自立と、お互いの繋がりを深めるこ
とも意識して活動しています。TijdSparenでは、
人々を繋げて、他人を助けるために、自分の強
みを役立てることを大切にしています。 

TijdSparenの活動の具体的なイメージとして
は、先ずはコミュニティーの構築からです。助
けが必要になった時に、頼りあえる仲間を作る
ことに同意しグループを作ります。参加者はこ
の同意を信頼しています。信頼するためには
ポットラックで友好を深めます。ナルクの皆さ
んもポットラックをされているのですよね。私
達は毎月のポットラックで、おいしい食事を囲
んで、人生について語ったり、お互いを知り
合って、誰がどんなことを提供できるのかを知
る機会にもなっています。 

この次の流れは、サービスの交換です。例え
ば料理教室などグループの活動でもいいので
す。もちろん個人個人でも交換し合います。こ
こで大事なことは、メンバーがグループ活動に
参加し続けることです。 

最後の活動の流れはポイントの記録です。ポ
イントはお互いを助けることで貯まりますが、
これを記録しなければなりません。これはいく
つかの理由により大切な部分です。ポイントが
通貨の代わりになるので、どれだけのポイント
を貯めて、使ったのかを覚えておくことは大事
です。ただそれ以上に、ポイントによって
TijdSparenでの活動の社会への影響も記録する
ことができます。これは資金集めや、新しい人
に活動を紹介する際、政府への説明の際などに
役立つでしょう。 

人という物は、助けを求めることに気を使っ
てなかなか言えない生き物です。オランダ語に
もvraagverlegenheidという“助けを求めること
をためらう”、という意味の単語も存在します。
アメリカの活動で、自分が何かを提供した場合
には助けを求めやすいということが証明されて
います。自分の貯めたポイントは戻ってくるの
です。このポイントに価値を与えるために、記
録しないといけないのです。 
TijdSparenは現在、ブルーメンダール地区ででグ
ループが作られています。このグループは2018

年からアクティブに活動しています。また、ア
ムステルダムのパイプ地区でも活動が始まった
ところです。 

https://www.tijdsparen.org    

　　　　　　　　　　　　　　　　　（訳：平田）

　TijdSparen Nederland 
	 Annette Molkenboer


ナルクオランダとTijdSparenは、活動開始当時からの繋がりがありまし
た。ナルクとTijdSparenがお互いにインスピレーションを与え、協力体制
を強めているのは興味深いことです。今回は、皆さんにTijdSparenの活動
について喜んでお話したいと思います。 

https://www.tijdsparen.org/
https://www.tijdsparen.org/
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「こんなつもりじゃなかった」

地位、体力、家族、友達、そして資産。その全て持ち合わせて、人生を楽しんでいたのに、歳
を重ねたある日ふと気がついたら、そのほとんどを失い、ひとりぼっちになっている自
分。。。。。な～んていうのは小説や新聞で読む話、とタカをくくっていたら、なんと自分がそ
れになっていることに気づき、ポツリつぶやく、冒頭の言葉。 

高齢化、核家族、オランダ語、さらにコロナによる隔離生活。　この北の異国で暮らす私たち
にとってはより深刻な問題ではないでしょうか。ナルクオランダでは、このような問題を未然に
防ぐよう、会員同士のマッチングを提案します。　ご近所、または近距離で通信、交流がしやす
い場所に住んでいる人同士でマッチングして、積極的にコミュニケーションをとり、ヘルプを必
要とする人がいれば、気軽に頼めあえる関係が理想です。また、その交流は若く元気な時から継
続しているのが理想かもしれません。元気が無くなってから急に「誰か助けて！」、というより
も、むしろ元気な頃にお互いによく理解しあった方が具合が悪くなった時でもお互いに理解、労
わりあえるからです。 

いかがでしょうか、ナルクオランダ会員同士のマッチング提案。あなたが困った時、助けに来
てくれる人はいますか？ 

( 東 )  
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　若い女の子が暗い目で歩いているシーンで始まる、 

気になるCMがありました。 

Mantelzorg - deel je zorg  TV commercial 

https://muziekreclame.nl/video/muziek-uit-de-mantelzorg-reclame-2020/ 

「オランダでは４人に1人が誰かの mantelzorg をしています。　そしてそれは一日に24時間、
ずっと続くものです。　ですからこの重いタスクを誰かと分かち合い、mantelzorgerを助けること
が大切です。　　mantelzorg.nl  を見て、あなたが何をできるか、見つけてください。」 

  ( 東 ) 

🍵 ちょっと一服　　 

お芋さん、お好きでしょ？ 

12月末のオンラインポットラックでは色々なお話が出ましたが、その一つがSさんのお芋さん
談義。「こっちの芋でね、日本の焼き芋みたいな味にする方法があるみたいなんだよ～」と楽し
そうに説明されるSさんに、後日、その結果を伺ってみました。 

ポットラックの時に話しました焼き芋の件ですが、結果はあまり上手くいきませんでした。 

今回は、スーパーのリドルで見つけたものと、自然食品店でみつけた日本風の芋の二種類で試し
ました。結果 当地で手に入いる芋は味も 食感も違いすぎました。リドル(Lidl)の方が少し甘みが
あり食感は少し固め。日本風の物は食感は日本的ですが甘みが薄く期待はずれでした。 私がやっ
たのは次の方法です。 

• 新聞紙等で包み水を含ませ(含ませすぎない様に注意） 

　マグネトロン（600-700w）で5分間、次に  解凍温度で10分間。 

• 終了後、5分ほど放置 （水分をふくんでますので火傷に注意） 

今回は甘みが薄かったので糖分を加えて芋羊羹を作ってみました。 

• 芋を崩して白糖をスプーンで3杯 片栗粉を2杯 少量の水で 

   溶かし芋と混ぜて容器に入れてからマグネトロンで600Wで 

   OKです。　 

• 芋のかたまりを少し残して食べるのも美味しいです。 

   芋の大きさでだいぶ違いがありますので何回か試して 

   ください。 

Sさん、「甘くなかったらこうすりゃあいいんじゃ！」のおまけレシピ付きのお話、 

ありがとうございました。　また何か面白いお話、聞かせてくださいね～。 
　　　　　　（ 東 ） 

https://muziekreclame.nl/video/muziek-uit-de-mantelzorg-reclame-2020/
http://mantelzorg.nl
https://muziekreclame.nl/video/muziek-uit-de-mantelzorg-reclame-2020/
http://mantelzorg.nl
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Colofon 
   発行　NALC Holland 　URL: http://nalcholland.nl 
   担当：東、松原  
   連絡先：masako@telfort.nl / 06 2425 2523

役員会より 

            📢     2020/2021年度（2020年９月～2021年8月）年間寄付納入のお願い 
　　             ナルクオランダは年間寄付（year contribution)を22ユーロと設定しています。 
　                運営に必要な諸経費（消耗品費、HP管理費、ZOOM利用費など）に充てています。 
　                どうぞ御協力お願い致します。　 
　　　　　　 振込先：口座名　stichting NALC Holland 
                               口座番号　NL67INGB0006896387 
　                 振込みの際に、2020/2021 contribution と記載をお願い致します。 
　                 連絡先：kayenkayo@gmail.com 
            📢    ボランティアポイント申請用紙提出のお願い 
　　             ボランティア活動によって得られたポイントは、規定の申請用紙に記入の上、 
　                下記メールアドレスに送信してください。どうぞご協力をお願い致します。 
                   連絡先： emiko@kannan.jp (NAC) 、 kayenkayo@gmail.com 
　          *     ポイント申請用紙は、NALC Hollandのサイト（ nalcholland.nl ）でダウンロード 
                   できます。（メインページ　→ 時間預託システム　→ 時間預託システムの使い方 
　                → ポイント申請用紙（ワード＆PDF）） 

　　　　📢 　次回のオンラインポットラックは、2021年1月31日（日）の予定です。 
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