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JO周年によせ乞

先輩・仲間に感謝 平成27・28年度会長荻原修

お蔭様で、つくばみらい市シルバーリハビリ体操指導士の会は 10才になり

ました。 10周年の記念の年に、私が会長に就任して記念講演会やこのような

記念誌の発行に参加できたことに感謝いたします。

10周年にあたり、 7月には記念講演会を大田先生をお招きして行いました、

そして今回 10周年記念誌を発行することが出来ました。発行に当たって何の

ために記念誌を作るのかという意見が出ました、単に 10年が経ったので記念

になる何かを残したい、と云うだけの事でなく 10年を振り返り何故シルバーリハビリ体操が生ま

れたのか何の為にシルバーリハビリ体操が有るのか何のために我々は行動してきたのか、さらに

はこれから何をすべきか、我々に何が出来るのかをもう一度聞い直し創設当時の先輩たちの想い

を風化させることなく、「より良い会に育て上げなければいけなしリとの思いでこの冊子を作り上

げました、冊子の名前も「10年を振り返るJだけではなく、「誕生・成長 ・みらい」と云うタイト

ルにしました。 10年後、 20年後のシルバーリハビリ体操が楽しみです。

今や 80名近い大所帯となりましたが、設立当初はほんの数名、体操をする会場も無く、シ

ルバーリハビリ体操の知名度もまるで無い状態だ、ったと聞きます。

設立当時の皆様の苦労は想像を絶するものがあったと推察されます。本当にご苦労様でした。

私のこの 2年間だけでも、「常総の水害」「高年クラブ主催の大田先生の講演会」「守谷市の

10周年」「龍ヶ崎市の 10周年」「取手市の 10周年」「土浦市の 10周年」「県南シルバーリハビ

リ体操 10周年記念大会」そしてわれらの「10周年記念講演会」等々多くの行事がありました。

とりわけ常総市の水害には当初市内には 4ケ所の避難所があり 400名近い避難する人があ

り、我々も各会場に体操や支援物資の仕訳等のボランティアで電話も通じない中、毎日のよ

うに出かけておりました。そして守谷市、取手市、龍ヶ崎市の指導士の方々ともその動きの

中親しくなることが出来ました。

私はシルバーリハビリ体操に入る前に健康管理士として活動する中で、痛切に高齢者が運動

不足に甘んじていることを知り、なにか良い高齢者向けの体操は無いだろうかと思っていたと

ころシルバーリハビリ体操のチラシを市役所で見て、高齢者に対する体操を覚えようと指導士

に応募しましたが、初年度は自分の時間が合わずに断念、翌年改めて 3級指導士養成講習会に

参加することができました。それから 3年あまりがたちましたがまさか私が会長になるとは夢

にも思っていませんでした。

40年の長い間会社を経営してきて、今になって私の人生の後半生にこのようなことが待ち受け

ているとは想いもよりませんでした。 何とか 2年近くヨチヨチ歩きながらやってこれたのも、

良い仲間、叱日宅激励してくださいました先輩諸氏、またいつもご協力いただいております多くの

行政、関係団体の人たちに支えられてここまでこれました。改めまして深く感謝申し上げます。

これからもシルバーリハビリ体操が皆様のお役に立てるように微力ながら注力していきたい

と思っております。



設立10周年にd;世Z
つくばみらい市市長 片庭正雄

つくばみらい市シルバーリハビリ体操指導士の会が、結成 10周年を迎えら

れましたことを、心からお慶び申し上げます。

指導士の会におかれましては、平成 18年の結成以来、シルバーリハビリ体

操指導士の養成や体操教室の開催など、地域住民の健康づくりや介護予防の推

進に重要な役割を果たしてこられました。

当市の今年3月末現在の要支援・要介護の認定率は 13.1%で、茨城県平均の

14. 9%と比べて低い状況となっております。シルバーリハビリ体操は、介護予防に重要な軽度

の要介護認定者の抑制に効果的であることが実証されており、指導士が多いほど認定率が下が

ることがわかっておりますので、当市の認定率の低さも、指導士の会の皆様のご尽力の賜であ

ると思われます。会長をはじめ、指導士の会の皆様に対しまして、改めて深く敬意と感謝の意

を表する次第です。

さて、我が国におきましては、世界に例のない速さで高齢化が進行しており、少子化や核家

族化による高齢者のみの世帯や一人暮らし高齢者の増加など、高齢者を取り巻く環境も大きく

変化してきています。当市におきましでも、今年4月1日現在の高齢化率は 24.9%で、 4人に

1人が 65歳以上の高齢者となっております。平成37年（2025年）には、団塊の世代のすべ

てが 75歳以上となり、高齢者人口が更に増加することから、介護や支援を必要とする高齢者

も増加することが予想されます。そのため、平成 12年4月に施行された介護保険制度も、介

護予防サービスの見直しなど大きな変革の時期を迎えようとしております。

このように高齢者を取り巻く状況が転換期を迎えようとしている現在、高齢者が住み慣れた

地域や家庭で、社会の一員として自立した生活を送るためには、各種サービスの提供はもとよ

り、できる限り介護が必要な状態にならないよう、介護予防を推進し、健康寿命を延ばすこと

が重要となります。

介護予防を推進する「シルバーリハビリ体操」を地域へ指導・普及するボランティアである

指導士の会の皆様の熱意とご尽力で、当市では，毎日のようにシルバーリハビリ体操の教室が

行われております。教室では、体操を通じて介護予防に取り組むだけではなく、教室に参加す

ることで閉じこもりを防ぐとともに、地域のつながりができ、コミュニティづくりの役割もは

たしています。そして、笑いあうことで教室に行くのが何より楽しいと楽しみにしている高齢

者が大勢います。今後も、地域の高齢者が楽しんで参加できる教室を継続して実施していける

よう、市としても指導士の会と連携・協力して取り組んでまいります、また、シルバーリハビ

リ体操指導士として活動することで、活力年齢が若返えることもわかっておりますので、指導士

の皆様もぜひ楽しみながら、長く活動されますことを期待しております。

介護予防には、体を動かす習慣を身に付けていただくことが重要と考えております。そのた

めには、これまで以上につくばみらい市シルバーリハビリ体操指導士の会のご支援と長年培わ

れた豊富な経験や実績が必要不可欠であり、今後とも当市の介護予防事業の中核としてご尽力

賜りますようお願し、申し上げます。

結びに、つくばみらい市シルバーリハビリ体操指導土の会の益々のご発展を心から祈念いた

しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。
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設立10周年にぷ世τ 茨城県立健康フラザ 大田イニ史

1 0周年記念おめでとうございます。皆様方の 10年にわたる活動に心か

ら敬意を表します。また先の鬼怒川の氾濫時、避難所にいち早く駆けつけて

くださり、ほんとうにありがとうございました。皆さん方の行動を誇らしく

思っております。

今やシルバーリハビリ体操は全国的にも名前が知られるようになり、茨城

県以外の県や市町村で取組がなされるようになりました。県外の自治体が取

り組むようになったのは茨城県の指導士の活動の実績の結果です。茨城県の要介護認定率は全

国的に見て極めて低い状態を維持しており、県内の市町村の調査でも指導士数が多く活動が活

発な市町村ほど軽度要介護者の認定率が低くなるという結果があり、また介護保険料も低くな

る傾向があります。まさに介護予防の効果を示す結果です。

世の中には介護予防のための運動としてたくさんの体操や運動がありますが、類型化してみ

ると元気アップか趣味・レクレーション的運動になります。健康維持のためにはどのような体

操や運動をしてもよいのですが、それらの運動・体操は加齢によって必ずできなくなります。

そのとたんに急激に体力が低下してしまうことが多く、場合によっては閉じこもりから寝たき

りの道を進むようになります。

シルバーリハビリ体操はどのような姿勢でもできる体操ですし、基本的にリハビリの動作学

・障害学から組み立ててありますので、どのような状態になっても使うことができます。極端

なことを言えば寝たきりになった人でも関節を動かすやり方が入っています。それは体操が最

期まで「人間らしく暮らし、人間らしくある」を目標にしているからです。したがってどのよ

うな運動・体操とも競合することはありません。どのような運動をやろうとも基礎にシルバー

リハビリ体操を知っておくべきということになります。言うなれば、国民の誰もが知っていれ

ばいいのです。介護予防の究極の目的は「介護を困難にする状態にならない、させないJにあ

りますから、まさにシルバーリハビリ体操は「究極の介護予防体操」になると言えます。

2025年には団塊世代の人たちがすべて後期高齢者になり、医療費や介護費が急激に上がると

予想されておりますので、もっともっとこの体操が一般に普及されなければなりません。その

ような県民的、全国的な課題を克服するには、医療やリハビリ、介護の専門家だ、けに頼ってい

れば済む問題ではありません。国民が一体になって取り組まなければならない大きな課題です。

まさに住民自身が学び自助・互助の精神で、官職民一体になって活動しなければならないのです。

幸い茨城県ではこの体操を通して県民の介護予防の関心は高くなっており、体操の知名度も

上がってきました。茨城新聞が主催して行いました茨城県の宝「いばらきセレクション 12 5」

にもシルバーリハビリ体操は名を連ねております。それはすべて高い使命感と’情熱を持った指

導土の活動のおかげです。

これからももっともっと教室数を増やすだけでなく、特に一人暮らしの虚弱な高齢者には送

迎や訪問の活動も必要になってきます。待ち受ける課題を先取りし、先手、先手と活動を展開

し、超高齢社会をうまく乗りきっていきましょう。

今後の皆さん方の更なる活動に期待しています。
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録立JO周年にぷせτ
健康維持と長寿ぬステータス 平成18.19年度会長 中谷裕緑

10年ひと昔と言う古い言葉が有りますが 10年前を振り返ると、三菱UF J 

銀行誕生 ・ライブドア事件 ・ボクシングの亀田弘毅選手WBA世界ライトフラ

イ級世界王者の誕生 ・ソフトパンクモパイルの誕生・野球の日ハムが日本シリ

ーズでの優勝、等々実にさまざまな出来事が有りました。そんな年に指導士が

誕生しました。 伊奈町では私と早野孝子さんの二人だけでした。

発足当初はシルバーリハビリ体操の認知度は低く、地元では全く理解されておらず、他の

市町村に習い何とか知名度を高めるべく当時の伊奈役場を訪問しシルバーリハビリ体操の効

果と必要性を説明しでもまったく暖簾に腕押しの反応で力無く帰路に着いたことを今でも思

い出します。

知名度の低さから地元での参加者は少なく、守谷市、つくば市、利根町の指導士の応援が

しばらく続きました。ある時、地元の集会所で 11名参加の開催と張り切って訪問したところ、

参加者は 1名のみ でした。当時の思いではそんな苦い事柄ばかりですが、現在では指導士

の数が 78名の大所帯になり、指導士が市内 24ケ所のコミセンや集会所で月曜日から金曜日

まで、毎日健康維持を目指した体操を、高齢者に実施していると聞いております。

つくばみらい市シルバーリハビリ体操指導士の会発足 10周年という輝かしい年を迎え、

つくばみらい市市民の健康維持と長寿のステータスとして今後益々ご活躍されん事を切に祈

念いたします。

益々c;)発展奄祈願 平成19.20. 21. 22年度会長早野孝子

シルバーリハビリ体操指導士の会発足 10周年を迎えられた事心からお慶び申

しあげます。

思い起こせば丁度、伊奈町 ・谷和原村の合併問題の最中であり、市との話も

まだ取りあってもらえませんでした。水戸へ通って覚えた体操実技を発表する

場所も無く、守谷市、取手市、牛久市、つくば市、利根町の指導士会の方々と

一緒に参加させて頂き発表の場として体操実技の維持をしてきました。大変お世話になりま

した、この書面をお借りして厚く御礼申しあげます。

そして合併後に、ようやく相談しておりました介護福祉課の担当の方（藤本さん ・新関さ

ん）から電話を頂きまして、話し合いを持つ事が出来るようになりました。最初は伊奈公民

館で初めて皆様の前で体操実技を行うことが出来るようになりました。この御二人を抜きに、

今日のつくばみらい市のシルバーリハビリ体操は存在しないと思っております。その後会場

も会員も少しずつ増えていきました。

先日別のところで片庭市長のお話を聞きましたが、その中で、シルバーリハビリ体操につい

て触れ「介護予防効果があったとか、健康寿命が延びてきた」と云うお話をしていました。

私たちが、立ち上げ当初望んできたことが「形になって来た」と嬉しく感じ「自分たちが

やってきたことが間違っていなかった」と改めて実感しました。これからの指導士の会の益

々の発展を祈願して、私の「10周年によせて」とさせていただきます。
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按立10周年によせ乞 ー級指導士

元気と健康を頂いた 平成23.24年度会長木村和子

平成 18年3月27s' 4名にて発足した指導士の会も 10周年を迎えることが出来

ました。この間、市民の皆様・行政・関係団体等多くの方々にご支援・ご協力を頂

きお礼申し上げます。

当初は県の事業であるこのリハビリ体操を市民の方々は勿論、行政の方々も全く

認識されておらず、どこでも門前払いの毎日で不安を抱えながらの体操普及活動に

対して試行錯誤の毎日でした。徐々にシルバーリハビリ体操が理解され始めると、今度は指導士

不足・会場場所の確保・参加者集め等々、大変な日々が続きましたが、このボランティア活動を

通じ地域の方々とふれあい、参加して下さる皆様の笑顔に会い「体調が良くなった」「痛みが和ら

いだJと言う声に後押しされ、私自身も元気と健康を皆様から頂いた 10年間でした。

今後も続く高齢社会の中で、介護予防事業が重要になって参ります。

大田先生の言葉で「F章害をおっても、年をとっても、人間らしく暮らし、人間らしくある」「最

期まで人間らしい生き方を」とあります、そのためのシルバーリハビリ体操です。

健康で生き生きといつまでも元気でいるためには、もっと沢山の皆様に参加して頂き、今以上

に市民の皆様と行政が一体となり協力し、住み慣れた地域社会で安心して暮らして行くため、更

なる連携を図り地域全体の健康づくりに取り組み、元気な笑顔に出会えるよう指導士が活動

出来たら素晴らしいと思っています。最後に沢山の方々にこの体操を理解して頂き、仲間が（参

加者・指導士共に）増えることを願っております。

韓立JO周年を迎え 平成25.26年度会長 大下誠治

10周年を過ぎ、今までにご苦労された人々の結果が今継続されて現在がある

と思います。 私も会社をリタイアして何でもトライしてみようと，思った一つに

「シルバーリハビリ体操指導士の会Jがあり、当初は自分の健康のためと思って

参加しましたが今では自分のため、地域のためと思えるようになりました。

会場にいらっしゃる方々と一緒に体操をしていて自分の姿勢が良いと褒められ、

そうなんだと感じ、いつも正しい姿勢を保つようになりました。市内各会場に行った時は、会

場の雰囲気、年齢層に合わせ体操の強度や時間のかけ方を変えたりしながら笑顔で体操をして

もらうように工夫もしました。

私の「モットウ」楽しんで、体操を行ってもらう事です。それが来週も行こう、家でできる運

動はやってみよう、そしていつの聞にか「やっていて良かった、身体の部分が良くなった」と

言ってもらう事です。そのために自分自身が元気でなければならないし、笑顔で体操指導しな

ければいけないと d思っています。来場者の顔が鏡に映った私の顔と思えば、会場内の様子が良

く解り、また他には寒そうにしているか、暑そうにしているかなども感じることができます。

あと何年指導士としてできるか解りませんが、教科書は変わらないでしょうから体操の組み

合わせや強弱を付けたりして来場者に合わせることも考えていく必要があるのではないでしょ

うか。そして指導士としてリタイアした後は一人の来場者として会場に足を運んで、いつまで

も私自身が健康でありたいと思っています。
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3級養成講習会風景（28年度）

3級養成講習会風景（27年度）

一級指導士に砂っτ
JO年続I寸Sうね乞皆様に感謝 一級指導士和田百合子

友達に誘われて 3級養成講習会を受講してから 10年もたってしまいました。

元もと運動は好きでいつも体を動かしていたのですが、友達が退会してからも続け

てこられたのは、この体操が私にも合っていたこと、また先輩や指導士仲間に助け

られているからと，思っています，友が「あなたは 1級まで、頑張ってやってね」と退

会した時に言われた言葉も頑張るきっかけになっています。

3級養成講習会で講義したときの失敗は、今思い出すと恥ずかしい限りです。水戸の会場でも、

地域開催の時で、も時間が余ってしまい何度も繰り返して同じことを説明し、他の 1級指導士か

ら助言していただき何とか乗り越えましたが、自分の勉強不足を恥じ、他の 1級指導士に感謝

しました。その時「字がきれいになったねj と言われ、字が下手な私にはうれしく、些細なこ

とでも褒められると頑張れることにも気づきました。これからも、参加者と指導士みんなが楽

しく和気あいあいと体操が続けられるよう、自分の体調も考えて活動したいと思います。

楽しいポ弓シティア活動を 一級指導士山井恭範

「継続は力なり」と申しますが，私は 3級養成講習会の受講が平成 20年 7月 3日

から 8日間で（45コース）でした。健康プラザで受講してから 8年になります。

何度か退会しようと思いましたが「体が楽になった、ここに来るのが楽ししリと

の参加者のとの言葉を聞いて体操を続けてきてよかった。介護予防のボランティア

活動により、心も体もいきいきして社会貢献しているんだと改めて実感しました。

思い出は県の指導士養成 5000人突破記念講演会で、事例発表したこと（平成 25年1月31日

県庁9階講堂）橋本県知事も出席され 44市町村から約 350人が参加しました。

又、プラザで行う 3級指導土養成講習会の講師として毎年参加しています。私たち指導士は、

たえず学習し、自己啓発する意欲を持つことが大切で、自らの指導能力の向上に努めること、

そして楽しいボランティア活動ができる環境づくりを目指していきたいと思います。
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生き活きクラブ

あなたの元気応援塾

ず
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青木自治会館の皆さん

内宿公民館の皆さん

板橋コミセンの皆さん

小絹コミセンの皆さん

谷井田コミセンの皆さん

デュオセーヌの皆さん

センチュリーの皆さん

西ノ台の皆さん

口
δ



みらい平コミセンの皆さん

谷原分館の皆さん 真木集落の皆さん 七期住宅の皆さん

福岡分館の皆さん 八期の皆さん 青古新田集会所の皆さん

下長沼の皆さん 東風サロンの皆さん

さくら元気会の皆さん
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常総水害避難所

懇親会風景
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10周年記念講演会



指定砂ステージヘ（；）展開を期待 介護福祉課

高齢者の皆様が、生きがいを持って明るく元気

に笑顔で楽しく過ごすためには、何よりも健康で

あることが重要です。そのためには、介護予防に

取り組み健康寿命を延ばすことが第一。

シルバーリハビリ体操には「世のため・人の

ため ・自分のためJという、 3ためという言葉

があるそうですが、体操を楽しみながら健康づ

くりを進めるとともに、住民が住民を支え合う

地域の介護力も高めています 介護福祉課の皆さん

これからの介護予防は「住民主体の運営」がキーワー ド。地域の元気な高齢者が、体操を教

えることで地域に貢献してし、く、そのような理想的な取り組みがシルバーリハビリ体操です。

そして今では、指導土の皆様は、重要な地域資源としてなくてはならない存在です、将来的

には取組をさらに進め、地域の見守りや支援を要する高齢者宅への訪問、生活支援ボランティ

アなど、体操という枠を超えて多機能化を図っていただき、新たなステージを展開されますこ

とを期待しています。

高齢者ぬ仲間づくりや健康づくり 健康増進課

つくばみらいシルバーリハビリ体操指導土の会が

結成 10周年を迎えられますことを心よりお祝い申

し上げます。

貴会は、平成 18年の発足以来、介護予防事業に

おける地域活動を中心に、高齢者の仲間づくりや健

康づくりなど多大な貢献をされ、 10周年という記

念すべき年を迎えられました。ここに、皆様の活動

に対し、深く感謝申し上げますとともに心より敬意

を表します。 健康増進課の皆さん

健康増進課では、毎月 1回実施している移動健康相談において、平成20年度から貴会にご

尽力をいただき、体操コーナーを実施しております。参加者にとって日常生活での運動の必要

性を認識する機会となり、大変ご好評をいただいております。また、これをきっかけに定期的

な体操教室が始まった地域もあり、地域の健康づくりの一助となっています。健康増進課とい

たしましても引き続き貴会の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びにあたりまして、貴会がこの 10周年という節目を契機に、ますますご活躍されますこ

とと、皆様方のご健勝とご多幸を祈念してお祝いのごあいさつといたします。
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一層c;)発展・飛躍を 社会福祉協議会

つくばみらい市シルバーリハビリ体操指導士の

会が，設立 10周年を迎えられ，ここに記念誌が

発行されますことを，心からお祝い申し上げます。

この 10年間シルバーリハビリ体操指導士の会

では，ボランティア団体として，高齢者への体操

指導やいきいきふれあいサロンなどでご尽力をい

ただき誠にありがとうございます。団塊の世代が

高齢者となり，さらには 20 2 5年問題がささや

かれている中で，皆様のマンパワーは，まちづく

りを進めていく上で，なくてはならない存在で，その活動に感謝申し上げます。

さて，社会福祉協議会においては，地域福祉活動計画の基本理念「地域のきずなを育み誰もが

安心して暮らせるまちづくり」の実現を目指し，地域の皆さまや各種団体，事業者などが相互に

助け合い，協働で地域づくりの推進に取り組んでいるところです。

これからも，つくばみらい市らしい福祉のまちとして輝くことができる取り組みを皆様と一緒

に考えてまいりたいと思っておりますので，これまで以上にご尽力を賜りますよう心からお願い

申し上げます。つくばみらい市シルバーリハビリ体操指導士の会におかれましては，設立 10周

年を契機により一層のご発展・ご飛躍されますことを祈念し，記念誌発刊へのお祝いの言葉とさ

せていただきます。

初圃コース老妻講しZ

感謝と初心にかえり精進 3級養成講習会初回コース鈴木八重子

思えばあっという間の 10年という月並みな言葉が先ず浮かんできます。

私が 3級の養成講習会を終えたのは 2005年 5月でしたが大田先生のオーラゃあふ

れんばかりのパワーに圧倒され何か使命感のようなものに突き動かされ修了証を

頂いた翌日に役所に行きましたが、当時谷和原村と伊奈町は合併を控えたところ

ム でそのせいか相手にしてもらえませんでした。

大田先生の「心が動けば体が動く」という言葉に背中を押され孤軍奮闘、空振り三振。 1コ

ースの県南の仲間で誘い合わせ利根町の活動を見学させて頂いたり、大田先生のおっかけをし

たり、そんな時に守谷市から同期の守谷一人、取手二人と 4人の指導士で市内のサロンで活動

する機会を頂き、未熟な私でお役に立てたとは思えませんが指導士としての原点はここにある

とd思っております。守谷市の皆様には大変お世話になりました。本当に有り難く思っています。

翌2006年 3月合併と同時に 4人の仲間で立ち上げる運びとなりましたが開店休業に近い状態、

そのような中でどような小さな会場でも PRのつもりで出掛けました。そんな折、介護福祉課

の要請で話し合いができ一歩前進、仲間も会場も少しずつ増えて組織らしくなり、最初役所に

行った日の事を思うと夢のようでした。

それもこれも大勢の方々のお陰です。 ここまで続けられた事に深く感謝しつつ初心にかえり

精進していく所存です。

これからもよろしくお願いいたします。
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10年のあゆみ

年表

2005年 5月 旧谷和原村で1コースに 1名受講3級誕生

(H17年） 6 1日伊奈町で2コースにl名受講3級誕生 lコース24名利根町の体操見学

7 利根町勉強会を1.2コース（内2名が参加）が見学

10 旧伊奈町で、4コースに1名受講3級誕生 2級養成講座受講2名誕生

11 旧谷和原村で、5コースに1名受講3級誕生絹の台体操一部披露

12 坂東市岩井公民館で近隣市町村指導士と体操指導（大田先生のシルバーリハビリ体操普及会）

2006年 2 龍ヶ崎市に大田先生の講演・実技見学と交流 2名参加

(H18年） 3 指導士4名初顔合わせ、市合併と同時に立ち上げ発足の話し合い

女 3月27日つくぼみらい市誕生と同時に「つくばみらい市シルバーリハビリ体操指導士の会」設立

4 つくばみらい市社協ボ、ランティア保険加入

4 2級養成講座受講で2級指導士2名誕生（合計4名）

7 ・社協お達者クラブ、でシルバーリハビリ体操開始

8 ・介護福祉課小張・豊地区高年クラブでシルバーリハビリ体操開始

12 当市ボ、ランティア連絡協議会設立総会と当会入会

2007年 1 救急救命講習会開催伊奈消防署員3名と指導士6名参加

(H19年） 1 ・小絹コミセンふれあいサロンシルバ｝リハビリ体操開始

3 0 当会の総会を9名で開催し役員決定 16・18コースで2名入会

6 伊奈公民館で「からだいきいきヘルス体操J6回講演

8 ・いなの里（有料老人施設）シルバーリハビリ体操開始（介護士1名帯同義務）

11 2級養成講座受講で2級指導士l名誕生（合計5名）

2008年 1 ・介護福祉課生き活きクラブ、下期5回シルバーリハビリ体操開始

(H20年） 3 40.41.44.45コース3級養成講座受講6名入会会員15名

4 ・健康増進課移動健康相談時、不定期で年12回シルバーリハビリ体操開始

・ 介護福祉課生き活きクラブ、8回コースを伊奈保健センターでシルバーリハビリ体操開始

．杜協ふれあいサロンを月2回、高年クラブ、を年2～3回シルバーリハビリ体操開始

6 • 介護福祉課長・楽・部前期5田谷和原保健センターで、シノレバーリハビリ体操開始

8 ・ 介護福祉課生き活きクラブ8回コース後期小絹コミセンでシルバーリハビリ体操開始

10 守谷市1級指導士により地域開催3級養成講座8日間19名受講

12 ・ 介護福祉課長・楽・部後期5回＆生き活きクラブ、8回コース後期で、ンルパーリハビリ体操開始

2009年 2 健康プラザ有賀氏活動内容視察で当会来訪

(H21年） 4 健康プラザ意向で研修委員4名を任命

・ 社協細代農村集落センターさくらサロン月 l回シノレバーリハビリ体操開始

県社協・市社協・介護福祉課から助成金、補助金交付受ける

9 健康プラザで3級養成講座1名受講入会

守谷市1級指導士により地域開催3級養成講座8日間12名受講入会

10 ・ みらい平センチュリーマンション内でサロン月2回シルバーリハビリ体操開始

11 社協福祉まつり手伝い参加

2010年 1 県指導士会設立総会開催（県央・県北・県南・県西・鹿行の5地域）

(H22年） 3 県南地域指導士協議会設立大会開催（豊里大ホール）当会22名参加

4 0 今年度から月l回第3木曜日に学習会開催決定

・介護福祉課谷井田コミセンで月4回シルバーリハビリ体操開始

女印は設立 ・印は体操会場開始 O印は初総会・初学習会
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10年のあゆみ

2010年 4月 茨城県シルバーリハビリ体操指導士3,000人突破記念式典（水戸県庁）

(H22年） 7 県立養護学校生とサマーボ、ランティアで交流会に当会から4名参加

8 ・介護福祉課福岡分館で体操クラブ、月4回シルバーリハビリ体操開始

9 利根町l級指導士により地域開催3級養成講座8日間10名受講9名入会

11 県シルバーリハビリ体操指導士会フォーラム2010が笠間市で開催

・介護福祉課山主新田八期集会所で月2回出前講座シルバーリハビリ体操開始

2011年 2級養成講座が牛久市で開催当市指導士11名参加

(H23年） 3 谷和原公民館で「ボランティアの集い」参加者約90名当会14名参加・3月11日午後2時46分頃「東北関東大地震J発生（東日本大震災）

谷和原保健センターで総会開催

4 ・介護福祉課谷原分館・きらくやますこやか館で月4回シルバーリハビリ体操開始

5 学習会で「地震時の初期対応」について当市消防署員講話

きらくやますこやか館に健康プラザから大森部長・梅田・皆川・椎名各氏来訪

7 ・介護福祉課七期住宅で出前講座月2回シルバーリハビリ体操開始

9 当市1級指導士養成講座に4名受講し1級指導士誕生

10 。第61田県社会福祉大会で当市指導士の会が社協会長顕彰賞を受賞

2012年 1 ・介護福祉課青木自治会館で体操クラブ月4田シルバーリハビリ体操開始

(H24年） ・介護福祉課内宿公民館で体操クラブ、月2囲シルバーリハビリ体操操開始

当市1級指導士による初めての地域開催3級養成講座8日間18名受講

2 県指導士会2012フォーラムが東海村文化センター開催当会員19名参加

県南地域指導士会研修会が守谷市中央公民館で開催当会員17名参加

5 当市指導士の会総会開催

6 ・介護福祉課真木農村集落センターで出前講座月2回体操開始

9 φ 介護福祉課絹の台ふれあいセンターで出前講座月 l回体操開始

10 ＠当市1級指導士による地域開催3級養成講座8日間102コース10名受講

・介護福祉課板橋コミセンで「男性体操クラブ、」6回コース体操開始

11 ・介護福祉課「俺ウォーキング」きらくやまで見守り参加

2013年 1 ・介護福祉課西ノ台公民館で月4回シルバーリハピリ体操開始

(H25年） 茨城県指導士5,000人突破記念式典（水戸県庁）

2 県南地域指導士会フォーラム2013が稲敷市開催当市職員含め30名参加

3 ボランティアの集いをきらくやまで開催歩行シュミレーションなど11名参加

4 当市指導士の会総会開催 42名出席

5 当市1級指導士による地域開催3級養成講座8日間111コース13名受講

7 みらし、平地区「ょうこそみらいへ」2013人でテープカット当指導士会も参加

7 龍ヶ崎市指導士会と交流会龍ヶ崎市23名当市25名参加双方行政も参加

9 土浦市指導士会と交流会土浦市28名当市22名参加当市行政2名も参加

10 県指導士会10周年記念フォーラム笠松運動公園 2,200名参加当市38名

11 城里町指導士会と交流会城里町21名当市29名行政2名参加

救急救命講習消防署員4名で指導士17名受講

・印は災害 。印は受賞
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10年のあゆみ

2014年 1月 当市シェイクアウト（地震発生時安全対策）3会場で実施

(H26年） 5 当市1級指導士による地域開催3級養成講座6日間124コース10名受講

当市指導士会総会開催会員数69名 46名出席

7 シルバー自転車セミナー常総警察署主催で取手自動車教習所で開催5名参加

8 龍ヶ崎市指導士会と学習会を見学交流会開催竜ケ崎市13名

9 認知症サボーダー講習会開催

10 体操普及及び講習会を常総地域交流センターで開催当市17名参加

11 当市が龍ヶ崎市指導士会訪問し交流会 3班に分かれ会場見学当市23名

12 ・社協みらい平コミセンでサロン月4回シルバーリハビリ体操開始

消防署による救急救命講習を谷和原公民館で開催16名参加

2015年 3 体育協会主催で筑波大学とシニア世代交流会開催300名参加当会43名参加

(H27年） 4 県研修委員会総会開催当会研修委員4名出席

県南地域指導士会総会を土浦市保健センターで開催

φ 介護福祉課下長沼で出前講座月2回シルバーリハビリ体操開始

5 当市シルバーリハビリ体操指導土の会総会開催会員数73名 46名出席

。永年活動感謝状を県より贈呈対象者13名

6 守谷市シルバーリハビリ体操指導士会10周年記念式典に18名参加

当市l級指導士による地域開催3級養成講座6日間141コース8名受講

9 ・関東東北豪雨による常総地区被災（一部当市含む）鬼怒川決壊

約1ヶ月間ほぽ毎日取手市・守谷市・龍ヶ崎市・当市避難所の避難者に体操指導と傾聴

10 ・介護福祉課青古新田で出前講座月2回シルバーリハビリ体操開始

11 指導士会10周年記念県南フォーラムを市民ホールくきざきで開催当市46名参加

12 龍ヶ崎市シルバーリハビリ体操10周年記念式典を龍ヶ崎市文化会館で開催 7名参加

2名が健康プラザで3級養成講座受講後入会

2016年 2 土浦市シルバーリハビリ体操10周年記念式典を県南生涯学習センターで開催 4名参加

(H28年） 取手市シルバーリハビリ体操10周年記念式典を取手市福祉交流センターで開催 2名参加

・介護福祉課デュオセーヌで出前講座月2回シルバーリハビリ体操開始

3 ボラ連の集いをきらくやまふれあい館開催 24名出席

5 当市シルバーリハビリ体操指導士の会総会開催会員74名 56名出席

・介護福祉課勘兵衛新田自治会館で東風サロン月1回出前講座シルバ｝リハビリ体操開始

6 。永年活動感謝状を県より贈呈対象者l名

プラザ担当者が活動会場視察・養成講座打ち合わせで来訪

当市1級指導士による地域開催3級養成講座6日間155コース6名受講

7 0 当市10周年記念事業の一環としてシノレバーリハビリ体操10周年大田先生を迎え開催

近隣守谷市・竜ケ崎市・取手市・土浦市等来場当市指導士 72名出席

10 ＠介護福祉課絹の台で出前講座月2回シルバーリハビリ体操開始

常総市指導士会と交流会谷和原公民館で意見交換常総市23名当市28名参加

〈〉第66回杜協福祉大会当市指導土の会が社会福祉援護功労賞として県知事賞を受賞

つくば市でリハビリテーションサミット2016・ケア合同研究大会開催 13名参加

11 県南フォローアップ研修会県南渉外学習センターで開催 25名参加

・印は災害 〈〉印は受賞 0印は10周年記念講演会
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指導士に怒っZ

本当にありがとう 40コース 中山幸江

量
ある朝、新聞の折り込まれていた地域新聞に指導士募集の案内があり、 65才にな

り、なにかボランティアをしたいとの軽い気持ちで申し込みました。

3級 40コース ・2級 22コース計 13回のプラザ通いは大変でしたが楽しくもあり

ました。

指導士の初デビューは介護福祉課の方、先輩方が見守る中、どう終えたのか覚え

ていません。指導士が増え、体操教室も増え、参加者が増えていく中で楽しい会話ができ、指

導土としてのいきがいがあります。なにより参加者の方は、人生の先輩が多く、笑顔と会話は

私の先生です。その中で、 92才で亡くなられた方の生き方は特に学ばされました。お亡くなり

になる直前まで友人に会う為、一人で、東京に行っていました。教室の中でも毎回仲間とおしゃ

べりを楽しみ、気くばりもできていました。私は指導士になって「本当にありがとう」です。

ゴ雪h

8叫lかえっ乞思うこと 49コース 坂本光子

つくばみらい市シルバーリハビリ体操指導士の会 10周年おめでとうございます。

退職後、何かしなくてはと思いつつ、ある日、広報誌が目に留まり「これは私に

ピッタリー」と即座に 3級指導士養成講習会に申し込みました。 8日間の講習を修

了し、待っていたのは、会への入会の誘いでした。超高齢化社会に向けての介護福

祉予防の一助となり、また社会への参加がうまくできるかどうか不安でしたが行

政、地元指導士方、守谷市の指導土方による温かいご指導により現在に至っております。

ついに私の晴れ（？）のデビューがついにきました。課題は 20分間のウオミングで、上肢

下肢等を多方向に動かし、頭の中は真っ白、背中から大粒の汗がダラダラと流れる、兎に角、

一生懸命でした。会場にて知人の姿を捉え、やさしい眼差しにホッと。脳トレも加え、某放送

局での映像を思い出し、実践し、これが大成功、緊張がほぐれました。

街中で体操参加者さんに声をかけられることが多くあります、最大の喜びですね、参加者あ

っての私達です。これからも尊厳の心を持って良き支援者でありたいです。

体操拳加500固をめざす 61コース 中根良晴

私は（61コース受講）平成 21年 12月より約 7年間活動をして来ました。

入会の動機は自分自身の身体がいつまでも健康でいられるように、また少しでも

誰かの役に立てれば等です。

良かったことは、いろいろな人生を過ごされた参加者に出会えたこと、それぞれ

の個’性を持った指導士に出会え、楽しく活動出来たことです。また参加者の前で体

操の説明、指導をすることで自分自身が少し成長できたと思います、また龍ヶ崎市との交流会

の打合せ時に思いがけなく、田舎の高校の先輩に出会えたことです。

思い出は他の市町村の指導士会との交流会を沢山持てたこと。特に笠松運動公園体育館にて

開催した「フォーラム 2013」に皆で、パスに乗り参加したことです。印象に残ったことは、新人

のとき「つくばみらい市Jでは体操デヒ守ューの場がなく「守谷市」で教えてもらいながらデビ

ュー出来たことです。当面、私の目標はリハビリ体操参加 500回を目指します。
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指導士に毒事っτ

楽しんで健康に 石川玲子102コース

熱心に会へ引き入れて下さった先輩、手取り足取り根気良く教えて下さった一級

指導士の方々、解らない時、さりげなく資料を渡してくださった先輩、緊張してい

る時、背中を押して側で、見守って下さった先輩、色々な経験を話して下さった先輩

多くの先輩達と同期の友人に支えられて過ごした、あっという間の 4年間でした。

また、雨が強くなった日、心配して下さる役所の方のバックアップがとて心強く

思われた事がありました。お蔭様で安心です、ありがとうございます。

そして会場に来て、体操の良さを実感して下さる参加者の方々がいらっしゃる事は心嬉しく、

やりがいになります。

私も身体の表えが気になって来た今日この頃、大田先生のお言葉が身にしみます。

会場の皆様により正確に体操の良さを判りやすい言葉でお伝えできるようになり、皆様と体

操を楽しんで健康でいきたいと思います。

111コース 石垣光？エ素敵移笑顔を

一年間に何度も救急車で運ばれたり、 20年前に子宮筋腫の手術を・腹膜炎の手

術をそして、術後に4日間の意識不明となり「会わせたい人がいたら呼んであげ

て下さしリと言われた事もあり、その後 2度の再発を経て難病指定され毎月 1固

定期検診に筑波大に通院している現在です。そんな自分の健康のためにと始めた

シルバーリハビリ体操も指導士になって今年で 4年目になり、いろんな会場でご

高齢者にふれあうたび元気をもらったり、又自分の学びとさせて頂く事が多くあります。

ウオミングの最後に「笑う門には福来る、笑いで健康を呼び込もう」と大きな声で、思いっ

きり笑うと参加者全員が素敵な笑顔になります。ある会場では「今日も笑いがある？」と聞

かれた事があり、楽しんで参加してくれている事、そして顔を覚えてもらった事をとても嬉

しく感じました。会場に来ていただける参加者一人ひとりの健康を念じつつ、指導土として

の役を果たせる事に感謝してこれからも努力して行きます。

健康年齢を考える 124コース 今井和子

シルバーリハビリ体操指導士の会 10周年おめでとうございます。

平成 26年春「シルバーリハビリ体操指導士養成講習会の申し込みを受け付けま

した」の連絡が届き、私は「ええっJ娘が「私が申し込んでおいた。ウオーキング

やラジオ体操が日課だから大丈夫でしょ！」ということで、 124コースを受講しま

した。久しぶりに勉強して、現在 3年目です。会場でのいきいきヘルス体操の指導

も回数を重ねることでもっと学んでいけると思っています。

参加者の皆さんから教えられたり、気づかされることも多く、私自身も健康年齢ということ

を強く意識するようになりました。

また、故郷に住む父の介護で休むこともありますが、学習会や定例会後に友人とのお茶会は

楽しみのひとつです。

皆さんとこれからも一緒に続けていきたいと思います。宜しくお願いいたします。
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