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つくばシルバーリハビリ体操指導士会

7つの｝~＼得

1 .私たちは、市民の皆様に誠意を持ってつくします。

2.私たちは、市民の皆様に礼儀正しくいたします。

3.私だちは、市民の皆様に情熱を持って取り組みますO

4.私たちは、市民の皆様に信頼を得るよう努力します。

5.私たちは、市民の皆様に感動をおとどけいたします。

6.私たちは、市民の皆様に素直な山で学びます。

7.私たちは、市民の皆様に感謝の山で行動いだレます。
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つくばシルバーリハビリ体操指導士会 10周年記念大会

大会宣言

1、シルバーリハビリ体操で、
“健幸長寿日本一のつくば”を目指そう！

1、すべての高齢者が健康で元気に笑顔で、
暮らせる、社会環境をつくろう！

1、つくば市・関連団体と連携を図り、
「健康つくば21Jを支援しよう！

1、全地区に”出前体操教室“を展開し、
高齢者の健康づくりを応援しよう！

平成27年7月1日
つくばシルJ¥ーリハビリ体操指導士会

I 0周年記怠大会実行委員会

3支部の担当工リア



会長挨拶

シルバーリハビリ体操で介護予防と健康づくり
“健幸長寿日本一のつくばを目指して”

つくばシルバーリハビリ体操指導士会
会 長 大 久 保 勝 弘

平成I8年3月に8名体制で結成し、県立健康プラザ管理者、

大田仁史先生を迎えて”シルバーリハビリ体操で介護予防と健

康づくり”の特別講演を開催いたし、高齢者 354人の皆様にご

参加を頂き、筑波保健センターの後援でスタート以来I0周年

記怠事業を迎える事が出来ました。

市民の皆様、行政関係団体、会員の皆様には、ご支援とご指

導を頂きました事に、 l白から感謝と御礼を申し上げます。

私達は、高齢者の皆様に、生きがいを持って、明るく元気に笑顔で、人生楽しく暮らし

ましようと会員相Eが共に学びながら、「シルバーリハビリ体操」を通じ介護予防と健康維

持・増進に、貢献でさることを目標に、つくば市と連携を図りながら市内で活動を推進し

て参りました。

ま疋、シルバーリハビリ体操指導士養成事業は、茨城県が超高齢化社会を想定し、取り

組んでおりますが、現在、県内養成指導士は約7,000名になります。県内 44各市町村で

指導士会を結成して、 5協議会・連合会と結成し、連合会では、 10周年記怠フォーラムを

開催いたし、厚生省・橋本知事のご参加を頂き、行政関係・関連団体・会員で 2,200名が

参加し笠松総合体育館で開催、 4つの大会宣言を発表鼓しました。

つくばシルバーリハビリ体操指導士会は、この 10年間に本誌の 10周年の歩みでもご覧

頂けますが、つくば市内の主な高齢者のイベントに参加、各集落・自治会等では、毎月 2

回、年間 24回 1会場5名様以上の参加で、費用は無料を基本に「シルバーリハビリ体操」

等で、応援をさせて頂いております。

“ ｝~＼豊かで元気な生活と健康づくり”を皆様にご提案させて頂いております。

現在、つくば市内の高齢者数は、 65歳以上約4万人、茎崎、筑波地域の高齢者率は32%

以上、介護認定者約7,000人となり、周辺地域ではこれから一気に進んで参ります。

今後ち、長著より健康考命の延伸で、生き生きと暮らし“自分らしく生きがいのある人生

を”年をとっても、元気に暮らしたいと思って生活している人が多いでしょう。しかし老

化は全ての人に共通に訪れますが、いつも元気で、はつらつと若々しく年齢を感じさせな

い人もいます。一概には言えませんが、気の持ち方、 ｝~＼がけしだいだと考えます。日頃か

ら健康管理に気を配り適切な運動をしたいものです。（参考：平均零命日本一長野県松川村：男性

82. 2歳、沖縄県北中城村：女性89.0歳：つくば市：男性は県内 13位、 79.3歳、女性は茨城ー

の87. 0歳です〉

なお、昨年II月「第4回健康著命をのばそう！？ワード」で厚生労働大臣優秀質を茨城

県が受賞、大田仁史先生を中山とした、”シjレ／＼ーリハビリ体操”の活動が評価されまし疋。

結びに、皆様と毎日楽レく笑いながら「出前体操教室」をし“住民が住民を支え合うシル

／＼ーリハビリ体操” （指導士会の基本姿勢〉を基本活動として、つくば市と一体で取り組

み“健幸長寿日本一のつくばを目指して”社会貢献をしたいと考えております。

今後共、温かいご支援とご指導をお願い申し上げ挨拶とさせて頂きます。



特別寄稿

挨拶

茨城県知事 橋本昌

つくばシルバーリハビリ体操指導士会が結成10周年を迎え

られますことを、 ，e_,，からお慶び申しょげます。

貴会におかれましては、平成18年3月の結成以来、シルバ

ーリ／＼ピ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。

特に、最近は、つくば市内の体操教室の拠点数が、平成24年度の44箇所から平成

26年度の153箇所へと大きく拡大し、その数は県内最多となっており、地域住民によ

り皐近な揚所で体操教室が展開されてきております。

これもひとえに大久保会長をはじめ、指導士会の皆様方の熱意とご尽力の賜であり、 ，e_,,
より敏意と感謝の意を表する次第です。

さて、我が国が本格的な人口減少・超高齢社会を迎える中、本県でち、高齢化率が平成

24年から平成26年まで約1%ずつ上昇レ、今年7月1日現在では26.5%に達する

など、県民の4人に1人が高齢者という時代が到来しております。

県では、今年3月iこ、団塊の世代のすべてが75歳以上となる平成37年を見据え、地

域包括ケアシステムの構築による誰ちが住み慣れた地域で安，e_,，して暮らし続けられる社会

の実現を目指して、「第6期いばらき高齢者プラン21」を策定いたしましだ。

健康志向の高まりゃ生活習慣病予防の観点から、県民の皆様の健康増進がこれまで以上

に求められる中、この計画では、「健康づくり・生きがいづくりの推進」を施策の柱の一つ

に位置づけ、県民が介護予防に積極的に取り組むだめの体制づくりなどを進めております。

とりわけ、シルバーリハビリ体操につきましては、指導士会の皆様や、県立健康プラザ

の大田仁史管理者をはじめ、関係者のたゆまぬご尽力により、これまでに約7干名の指導

士が養成され、昨年度の体操教室の参加者は延べ約53万人に達するなど、県内全域に着

実に浸透レてまいりました。県では、平成29年度までに1万人の指導土養成を目標に、

シルバーリハビリ体操の一層の普及に向けて力を注いでおります。

こうした中、指導士会の皆様方が、シル／＼ーリハビリ体操の普及はもとより、先般の関

東・東北豪雨における被災者支援をはじめ、日頃から様々な地域活動に熱意をもって取り

組まれておりますことは、誠に，e_,，強い限りであり、引き続き、本県の介護予防や地域づく

りの推進に、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、つくばシルバーリハビリ体操指導士会のご発展と、関係の皆様方のご健勝とご

活躍をl白から祈怠い疋しまして、挨拶といたします。
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特別寄稿

つくばシルバーリハビリ体操指導士会10周年記愈によせて

つくば市長市原健一

つくばシルバーリハビリ体操指導士会結成 10周年をI~＼

からお喜び申し上げます。

平成18年の発足以来今日に至るまで、地域福祉や高齢者

の健康保持増進のためにひと方ならぬ御尽力をいただきまし

た会長を始め役員・会員の皆様に対しまして、改めて深く敬意と感謝をささげる次第です。

高齢者の介護予防を推進する「シルバーリハビリ体操Jを地域ヘ指導・普及するボラン

ティアとして、シルバーリハビリ体操指導土が養成され、現在市内で124名の指導土が

活躍されています。

さて、平成12年に導入された介護保険制度ち、軽度者の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。つくば市では、平成27年3月末現在で

要支援・要介護の認定率が16. 9%と他市町村に比べて高い状況となっており、これら

の方々の認定率の引き下げや重度化予防が大変重要であります。

つくば市としても、つくばシルバーリハビリ体操指導士会の皆様とより連携・協力レ、

病気や怪我等により要介護状態にならずに健康で自立した生活が送れるよう「健幸長春日

本一のつくば」を目標に掲げ、健康零命を延ばレ、高齢になっても誰ちが健康に暮らして

いける社会を目指し、健康づくりや介護予防活動等に引き続き取り組んでまいります。

介護予防活動や健康増進事業の普及推進には、体を動かす習慣を皇につけていただくこ

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シルバーリハビリ体操

指導士会の御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、つく

ば市の介護予防事業の中核として御尽力賜りますようお願い申し上げます。

結びに、結成10年を契機につくばシルバーリハビリ体操指導士会が、今後ますます御

発展されますことをl白から祈怠いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

3 



特別寄稿

1 0年経って、次のステージに向けての展開を

県立健康プラザ大田仁史

シル／＼ーリハビリ体操指導士養成事業では一般から活動家を選

び、周到に計画されたカリキュラムに則って勉強をしていただき、

指導士として活動していただいております。

指導士さんたちの活動はめざましく、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きました。それだ

けでなく、指導士さん自身にち暦年齢に比べ活力年齢が10歳近く

若返るということちわかってきました。

1 0年間、活動が進むにつれて開催教室数は年々増えております。しかしその一方で実

質教室数が伸び悩む、ということちわかってまいりました。おそらく公民館や集会所、サロ

ンなどいわば公的な揚所ではほとんど体操が行われるようになったためと思われます。ほ

んとうはもっとちっと増やして高齢者に近づいていく活動が必要だと思いますが、それに

は限度があるようにも思われます。また高齢者が教室に参加すること自体ち加齢ととちに

困難になってまいりますので、事業の方向としては10年経ったことを一つの契機として

次のステージに進むことを考えたいと思っています。それは訪問指導の実施です。

ボランティアによる体操等の訪問実施は厚労省ち推奨していることですから茨城県でち

先駆けてこれに取り組むべきだと思います。しかし当然のことながら、指導士だといって

も他人の家に直ちにお邪魔するには無理があり、行政がなんらかの形で仲介する仕組みが

必要だと思っています。県の方はその方向で調整を図っているようであり、プラザのほう

でも代表者会議で説明申し上げ、市町村の関係者にち伝えてまいりました。近々、実現し

ていくと考えています。これが実施できれば画期的なことで、独居高齢者の男守りなど事

業はさらに新しい局面に進むでしょう。

活動が始まって10年で全県下に対してこのようなことを提案できるようになったのは、

すべて指導士さんたちの活発な活動のおかげです。ネットワークを維持しながら大勢の人

たちが地域で継続的に活動でさることをソーシャルキャピタル （人間関係資本〉といいま

す。国はソーシャルキャピタルを育成することを超高齢社会克服に欠かせないとしており

ます。茨城県では、有力で強靭なソーシャルキャピタルの一つが県全体をカバーするに至

ったと言えます。

指導士会がもっともっと力をつけ、行政ゃいろいろの組織体と新しい活動を展開してい

くことを願ってやみません。

4 



1 0周年記念事業

つくばシルバーリハビリ体操指導士会10周年記愈大会

つくばシルバーリハビリ体操指導士会は平成 18年、大久保勝弘氏を会長に会員8名で
発足し、当初より参加者の近くに出張レ地域
皆様に寄り添っての活動を進めて参りました。
また、つくば市からの支援を頂き「出前体操教

室Jでのシルバーリハビリ体操教室の数が増
えると共に、指導士ち増加し、地域の皆様と共
に、 10周年を迎えることが出来ましだ。
1 0年の節目にあたり、市内高齢者の皆様1
00 0名が「市民ホールやたベ」に集い10年
歩んできたことに感謝を込めて 10周年記怠

式典を開催致しました。

ご来賓に茨城県より保健福祉部・松岡輝昌
部長、県立健康プラザ・大田仁史管理者、ま
た、つくば市岡田久司副市長よりご撲拶を頂

戴いたしました。
更に、つくば市福祉部・岡野正信部長、つ

くば市保健医療部・中山貢次長のご臨席を頂

きまレた。

シルバーリハビリ体操は、茨城県が超高齢者社会を想定し介護予防の体操として、大田仁

史先生のご指導のもと県内約7,000名が学び市町村で活動しております。

10年を記怠して本年度より県内で各指導士
会で貢献された万に、茨城県知事賞、茨城県・
保健福祉部長賞、県立健康プラザ管理者賞が設

けられつくばシルHーリハビリ体操指導士会

では 15名が受賞致しました。
当日は、大田先生より「スーパーシステムい

ばらき・シルバーリハビリ体操養成事業J

と題して記怠講演を頂きまし疋。

最後にシルバーリハビリ体操を会場の皆様と
一緒に実技をし、大会宣言を唱和して式典を

終了しました。

5 



1 0周年記怠事業

男性長寿日本一の長野県松川柑に学1S¥

つくばシルHーリハビリ体操指導士会は10月23日、男性長春日本一の長野県松川村
を訪ね、介護予防の推進に資することを目的として、松川村と合同で「松川村における男
性長零日本一への取り組み」の研修会を行いました。

会長はじめ多くの皆様が松川村を訪れていただき、 l白から歓迎いたします。松川村は男
性長寿日本一を頂いていますが、今後ち健康長寿日本一をめざして自分のことは自分でで
きるよう、取り組みを進めてまいりますと述べられました。

松川柑の概要
松川村は、長野県の北西部安曇野の北よりに位置し、北西部に雄大な北アルプス連峰が

そびえ、このアルプスを源流とする高瀬川、乳川、芦間川、中房川といった4本の1級泊

川が流れている。
人口は現在約10,00 0人で、全国1898市町村の平均零命で男性82.2歳（ 1位〉、

女性87. 8歳（41位）と上位にランクされている。

男性長寿日本一の考えられる三つの要因
1 ）住民力

長寿の大きな要因として、柑を支える女性ボランティアとしての保健補導員や食生

活改善推進協議会員の活動が非常に大きいものと菩えられているとのことです。
保健補導員は、日頃から「自分たちの健康は自分たちで作り守りましょう」をスロー
ガンに、生活習慣病予防、がん予防、介護予防、健康診断関連の補助等に活動され、
食生活改善推進協議会員は、栄養改善料理講習会、放課後子ども教室でおやき作り、

親子の料理教室などに活動されているとのことです。
男性においては、農業が盛んなことから高い高齢者就業率や公民館が住民の活動拠

点となり頻繁な外出が健康を支えているとのことです。
2) 1也I或力

住民と行政の協働の村づくりを掲げる中で、住みよい村、住んでみたい村づくりを
進めていることにより、出生率の横ばいや死亡が少ないこと。まだ、可住地域はほぼ
平地であるといった自然・地理的な要因、松本市や安曇野市の通勤圏内であることか
ら、ベットタウンとしての転入者ち多くあり子供等の転入増加となっていることなど、

住みやすい風土であることち要因ではないかとのことです。
3）事業力

特定健診の受診率を上げるため、保健師及び栄養士による迅速な結果説明会や保健
相訟を実施するとともに、介護予防教室等を実施することにより、参加者が増えてき

ているとのことです。

松川村が掲げる第6期老人福祉計画基本目標
松川村が目指す第6期老人福祉計画基本

目標は、長寿日本一から健康長考柑を目指す
ことを目標としています。
～生き生きと笑顔で暮らせる健康長考村

を目指して～

6 



1 0周年記怠事業

10周年記怠誌発行

つくばシルバーリハビリ体操指導士会は平成 18年3月に発足し、平成 27

年度をちって10年を迎えました。シルバーリハビリ体操を通じ介護予防と健

康維持・増進等に、貢献することを目標に活動の取り組みを進めて参りました。

この間、我々の活動を広報「健康づくりつ〈陪」などで対外的に情報発信レて

きましたが、 10年間の取り組みをまとめ、記録として残し、また、関係者の

方々にご覧頂くため記怠誌を発行することにいたしました。

＇＼＂＇’ ：~.·.：：： ！＂~~ .. .，，宅民』紅

割問叩”，.＿，.・u 一三

一一一…－－ ' ,, m ご・・ .L.a. ……・・.....-
m ’凶市川，

…～…… ．岨一．一．降‘．．…目…．．…．由．冨．値．’．,, 
4・一－・・－－”－－.... ~ ....叩町且

，~.，－·~·· ..........…・………’.... , .... ，.叫・，.，.品川·~・叫・H山刷山圃

＼副叩綱”“由加、…・・帽。 ノ

創刊号 新番号

ホームページ開設

URL: http://tsukuba.sunnvdav.io 

つくばシルバーリハビリ体操指導士会の会員数、

出前体操教室の増加に伴い、会の運営の円滑化及び

対外的な情報発信が必須となって参りました。

運営の円滑化の一助とすべく、 10周年を機に、

会員聞の情報水平展開盟びに関係者の方々への情報

提供を目的として当会のホームページを開設致しま

した。当会の名称での横索ち司能になりました。

一般の方々、関係者の方々、会員の皆様に愛され、

利便性の高いホームページを構築して行きだいと

ぞ子じます。
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シルバーリハビリ体操指導士10周年記念県南フォーラム

1 1月18日に「シル｝＼＇ーリハ

ビリ体操指導士10周年記意県南

フォーラム」が、市民ホールくき

ざきに於いて盛大に開催されまし

た。「つくばシルバーリハビリ体操

指導士会10周年」を迎えた年に

つくば市で行われたのは非常に喜

ばしいことです。

主催者側16名と来賓席には1

8名が壇上の席に善かれ式が始ま

りました。

主催者として県南地域シルバーリハビリ体操指導土

協議会会長・大久保勝弘、茨城県保健福祉部次長・嶋田

一郎、茨城県健康プラザ管理者・大田仁史が挨拶をし、

来賓の代表としてつくば市・細田市郎副市長、茨城県理

,, 
争、

：；智
内』

閣j
~1~史先生講話

学療法士会・斉藤秀之会長よ

りご挨拶を頂戴いたしました。

そして「健康長春日本一を目指した推進事業～松川村から学

15＼」と題して、「つくばシルバーリハビリ体操指導士会10周

年」の研修で訪問しだ長野県松川村の宮津政洋氏、丸山純一

氏お二人の記怠講演を頂きまレた。

続いて県立健康プラザ・管理者大田仁史先生に「シルバー

リハビリ体操指導士の未来を考える」と題し疋記志講話を頂

いております。

その後、 14市町村の研修委員代表による体操実技が行われ、最後に「県南シルバー

リハビリ体操指導士協議会大会宣言」を会場の指導士、関係者全員で唱和し、 850人

の元気な声が会場に広がり、“一致団結”した県南フォーラムが終了しました。

8 



つくばシルバーリハビリ体操指導士会10年間のあゆみ

1 0年の展開推移をグラフでご紹介します。

出前体操延べ教室鍛と参加者延べ人叡

出前体操延べ教室獄 ー・ー参加者延べ人敏

5.CX:幻

201 1年より「敏者福祉大会」の運営が改善されだ為

「参加者延べ人鍛」がf!li下
また、 2014年から年24固の［出前体操教室］
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つくばシルバーリハビリ体操指導士会10年間のあゆみ

陣成17年度 c2005)I 

指導士会の発足

3月・名称を「つくばシルバーリハビリ体操指導士会」とし、規約をつくり大久保勝弘氏

を会長に選任レ、 8名体制でスター卜した。

－特別講演「大田仁史のいきいきヘルス体操と

いっぱつ体操」を市民苅象354名を招いて

開催（市民ホールつくばね〉

－歯科医師会関係者へ体操支援

（茨城県つくば保健所）

｜平成18年度 c2006)I 
毎月 1固定例会開催・ 27年まで継続定例会を開催（つくば市管内〉

7月・つくば市シルバークラブ大会

へ体操支援（継続〉

9月・敏老福祉大会へ体操支援

(4会揚、参加者4,447人〉

1 0月・つくばシルバーリハビリ体操指導士会員と

大田先生の懇親会（レイクサイドくきざき〉

.: 'fJ＇弐さ

圃園陸~ a・4

1 1月・社協主催の「おひさまサンサンいきいきまつり」へ体操支援（継続〉

つくば市民生委員・児童委員連絡協議会 ・5苦労合締穆統

ヘ体操支援

3月・つくば市と合同会議

－茨城ろうへjレ／＼ー友の会ヘ体操支援

・「古希を祝う会」ヘ体操支援

（平成21年度まで継続〉

出前体操教室： 教室叡・ 192教室指導士数・ 494人参加者数・ 10,9 2 1人

【注】出前体操教室関連数値は年間延べ数値

｜平成19年度 c2007)I 

つくば市よりつくばシルバーリハビリ体操指導士会が委託を受ける〈継続〉

筑波記怠病院ケアセンターヘ体操支援（平成20年まで継続）

8月・食改パワーアップ研修会ヘ体操支援（力ピオ〉

9月・敏老福祉大会へ体操支援（4会場、参加者4,137人〉

－つくば市と合同会議

10 



つくばシルバーリハビリ体操指導士会10年間のあゆみ

i 0月・茨城ろうヘルパー友の会ヘ体操支援

・筑波地区シルバー大会ヘ体操支援

i i月・吾妻公民館講座（全6回〉

・茨城県開催のネンリンピックへ体操支援及び国際会議揚で実況放送出演

1月・たいぞう君音声協力

出前体操教室： 教室数・ 257教室指導士数・ 814人参加者叡・ ii,3 i 9人

｜平成20年度 c2oos)I 
組織体制の強化策として3委員会設置

体操ロボット「たいぞう君」プロジェクトへ協力

5月・フォローアップ研修合同会議（つくば市いきいきプラザ）

－シルバー人材センターヘ体操支援

7月・認知症サポーター養成講座

－市民講座「寝たきりにならないために」 〈つくば国際大学〉

．桜地区シルバー大学ヘ体操支援

9月・敬老福祉大会へ体操支援（4会場参加者3. 398人〉

－水戸市聴覚障害者協会ヘ体操支援

i 0月・つくば産業フェアで体操支援（たいぞう君〉

1月・会員の新春交流会（たかじん〉

出前体操教室： 教室類・ 306教室指導士叡・ 764人参加者数・ ii,435人

陣成2i年度 c2009)I 
茨城県・県立健康プラザで研修委員制度制定（研修委員4名選出〉

茨城県シルバーリハビリ体操指導士連合会設立

県南地域シルバーリハビリ体操指導士協議会設立（大目先生の講演会〉

5月・つくば市とつくばシルバーリハビリ体操指導士会と合同会議

6月・つくば市シル／＼ークラブ連合会へ体操支援

9月・敬老福祉大会ヘ体操支援（4会場・参加人数3,890人〉

i i月・つくばウオークの白へ体操支援

i 2月・ JSTイノベーションサテライト茨城・育成研究成果報告会〈たいぞう君）

1月・会員の新春交流会（グラウンド東雲〉

出前体操教室：教室数・ 257教室指導士叡・ 608人参加者数.9,342人

i i 



つくばシパーリハビリ体操指導士会10年間のあゆみ

｜平成22年度 c201O) I 

4月・シルバーリハビリ体操指導土養成3.000人記怠講演

－ドイツテレビ、たいぞう君と体操支援

6月・つくば市シjレ／＼ークラブ連合会へ体操支援

9月・地域開催の3級葺成講習会（つくば市・全8回〉

－健康づくりキャンペーンたいぞう君参加（イーアスつくば〉

－敏老福祉大会ヘ体操支援（参加人数： 3,050人〉

1 1月・シルバーリハビリ体操指導士会「フォーラム2010」 （笠間市）

1 0月・つくば産業フェアで体操支援（たいぞう君〉

1 2月・つくばサイエンスアカデミーにたいぞう君参加（国際会議場〉

1月・会員の新書交流会（レイクサイドつくば〉

・NHK番組「新菩くらし」にたいぞう君出演

2月・つくば市茎崎シルバークラブ芸能発表へ体操支援

－茨城県ろうヘルパー友の会へ体操支援

3月・桜シルバー大学ヘ体操支援

－筑波シルバークラブヘ体操支援

－土浦市シjレ／＼ーリハビリ体操指導士会と交流会

出前体操教室：教室鞍・ 305教室指導土叡・ 757人参加者数・ 10,41 0人

陣成23年度（2011)1

4月・東日本大震災義援金（会員の募金〉をつくば市に贈る

6月・ネンリンピックつくば大会へ体操支援

－読売テレビ取材協力（たいぞう君〉

8月・県南シルバーリハビリ体操指導土協議会・ 2011夏期交流研修会（土浦〉

9月・地域開催の3級養成講習会（つくば市：全8回〉

1 1月・日本リハビリテーション医学会市民公開講座

2月・会員の研修及び交流会（平沢官衛遺跡研修会）

・県域シルバーリハビリ体操指導士会フォーラム2012 （東海柑〉

出前体操教室： 教室主主・ 354教室指導士数・ 1,068人参加者恕・ 6,546人

‘’r 
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つくばシパーリハビリ体操指導士会10年間のあゆみ

陣成24年度 c2012) I 
指導士会員向け、体操の学習会

会報発行に向け広報編集委員会設置

つくば市と合同会議

茨城県シルバーリハビリ体操指導士連合会より、 「かけはし」創刊

5月 ・NHK水戸開局70周年・たいぞう君参加（イーアスつくば）

－吾妻交流センター講座（全7回〉

8月・県南シル／＼＇ーリハビリ体操指導士協議会「 2012夏期交流研修会」 （土浦〉

9月・豊里地区シルバー大学で体操支援

1 0月・地域開催の3級養成講習会

（つくば市：全8回〉

1 1月・会員の研修及び交流会（那須平成の森〉

－水戸市聴覚障害者協会ヘ体操支援

1月・シルバーリハビリ体操指導土養成

5,00 0人突破記怠講演（水戸県庁〉

2月・県南フォーラム2013 （稲敷市〉

出前体操教室・教室叡・ 494教室指導土数・ 1,497人参加者数・ 7,668人

｜平成25年度 c2013)I 

会報「つくば」 1号・ 2号発行

5月・較急救命AED講習会

－筑波地区「田井小学校運動会」へ体操支援（26年まで継続〉

・高齢者いきいき健康事業協力（継続〉

8月・県南シルバーリハビリ体操指導士協議会

2013夏期交流研修会（牛久市〉

9月・地域開催の3級養成講習会（つくば市：全8回〉

－小野川交流センター講座（全7回〉

1 0月・沼内町シルバーリハビリ体操指導士会と交流会

・茨城県シルバーリハビリ体操指導士連合会

「10周年フォーラム2013」（笠松運動公園）

1 1月・交通安全アドパイザーを委嘱（茨城県警察本部〉

－いばらき健康運動リーダーサミット2013

（筑波大学会館）

－会員の研修及び交流会（筑波山ウオーク〉

13 



つくばシルバーリハビリ体操指導士会10年間のあゆみ

1 2月・市民健康のつどい（大田先生・たいぞう君参加〉へ体操支援

1月・会員の新春交流会（山水亭〉

2月・つくば地区シルバークラブ連合会へ体操支援

出前体操教室： 教室叡・ 647教室指導士数・ 1,907人参加者数.1 0,31 1人

｜平成26年度 c2014) I 

新体制3支部確立（北支部、中支部、南支部〉

つくば市主催の「シニア健康教室」へ支援（継続〉

シルバーリハビリ体操1級指導士4名誕生

生活機能向上機器（カラオケシステム）を出前体操教室に導入

つくば市より Tシャツ貸与（会員〉

会報「つくば」 3号発行

7月・龍ヶ崎シjレ／＼ーリハビリ体操指導士会との交流会

8月・県南シルバーリハビリ体操指導士協議会2014夏期交流研修会（つくば市〉

1 0月・予防医学事業推進全国大会（県立県民文化センター〉

1 1月・つくば市文化祭ヘ体操支援

－守谷市シルバーリハビリ体操指導士会と交流会

1月・地域開催の3級賛成講習会135コース（つくば市1級指導土で全6回開催28名入会継続）

－会員の新春交流会（山水亭〉

－認知症サポーター養成講座・自殺予防ゲートキーパー養成講座

3月・つくば市健康零命勉強会

出前体操教室： 教室鍛・ 1,494教室指導士数・ 4,1 61人参加者数・ 17,41 2人

陣成27年度 c2015) I 

生活機能向上機器、出前体操教室に7台導入

つくば市危機管理課の反射材貼付「ぺつだんこ運動」に協力

茨城県・県立健康プラザより感謝状贈呈（つくば指導士会15人受賞〉
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つくばシルバーリハビリ体操指導士会10年間のあゆみ

1 0周年記怠事業の展開

• 10周年記念大会（7月1日、舞のj毎・大田先生の講演、

1.000名参加 於：市民ホールやたべ〉

・長野県松川村ヘ先進地研修会・会員対象（10月22日～23日） I I 

・10周年記意誌発行（平成28年1月）

－ホームページ開設（平成28年1月）

常総市民高齢者の避難所会場での体操支援事業（9月18日～11月15日）

・鬼怒川決壊（関東・東北豪雨災害）により、県西I也I或に甚大な被害がありました。連合会（県南・県西協議会）、

県立健康プラザ、 JRATC大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）、茨城県理学療法土会と連携して

5避難所内被災高齢者支援を実施。（つくば市2会掲・常総市2会渇・つくばみらい市1会場〉

6月・地域開催の3級養成講習会140コース（つくば市：全8回〉

7月・春日交流センターで講座（全6回〉

. 10周年記意大会

9月・避難所支援（9月18日～10月10日）

1 0月・長野県松川村研修会（ 10月22日～10月23日〉

－栗原交流センターで講座（全5回〉

1 1月・県南地域シルバーリハビリ体操指導士協議会

「シjレ／＼ーリハビリ体操指導士 10周年記怠県南フォーラム」

( 11月 18日 参 加 者850名市民ホールくきざき〉

出前体操教室：（計画〉教室数.1,70 0教室指導士数・ 4,500人参加者数・ 23,000人

茨城県シルバーリハビリ体操指導士連合会・協議会の連携事業の展開

・茨城県内、 5協議会のフォローアップ研修会開催（県南地協は、県南10周年記念フォーラム〕

• 27年度シルバーリハビリ体操指導土の表彰制度

「第 1回567名対象に茨城県県立健康プラザから感謝状慢与（今後継続〉」

．広報誌「かけはレ」発行

・茨城県シルバーリハビリ体操指導士連合会・協議会一体で避難所支援（常総市民対象〉
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出前体操教室紹介・北支部

北支部

（平成27年11月30日現在〉

th 教 室 名 教室会場名 代表者名 人数 開始年月

1大曽根上宿シルバークラブ 大曾根構造改善センター 不記載 17 H18.04 

2 神郡シルバークラブ 神郡児童館 坂本信男 40 H18.04 

3 君島シルバークラブ 君島薬師篠 小島 安治 10 H18.10 

4 元気会 沼田児童館 酒 寄 美 保 17 H18.10 

5 北条栄町自治会 北条栄町集会所 大 里よし子 ア H19.01 

6 活水木 吾妻交流センター 杉 田千枝子 10 H19.04 

7 松栄銀嶺会 松栄公民館 楠 木 信 正 30 H19.10 

8 健やか会 松美高体育館 蔵 本 延 子 15 H20.04 

9 ふれあいサロン小田 小田児童館 橋 本喜美子 21 H20.04 

10 ふれあいサロンおたっしゃクラブ つくば市民研修センター 飯 竹 利 男 23 H20.04 

11 四季の会 大曽根児童館筑穂館 梶 井 絹 代 16 H22.04 

12 ひだまり 悔園集会所 福田武夫 10 H23.04 

13 みどり会 梅園集会所 宮沼あつ子 15 H23.04 

14 竹園一発会 竹国交流センター 山田範子 16 H23.09 

15 大曽根下宿シルバークラブ なかよし館 柳町文子 20 H24.04 

16 下田中いきいき体操クラブ 下田中児童館 江戸俊美 30 H24.04 

17 野田シルバークラブ 上広岡生活改善センター 古川 ＝千男 10 H24.04 

18 松塚有志 松塚集藩センター 久保田美恵子 15 H24.05 

19 おとめ会 吾妻交流センター 稲葉育代 7 H24.09 

20 しぱ楽会 広岡交流センター 森崎春江 25 H25.01 

21 小沢グループ 上田中児童館 小沢なか 20 H25.04 

22 国松元気クラブ 国松上郷児童館 1是 琴 15 H25.04 

23 桜クラブ 篠崎集藩センター 飯塚柳子 21 H25.04 

24 吉沼さっき会 吉沼交流センター 中島とよ子 40 H25.05 

25 日且pシル／＇＼ークラブ 明戸集港センター 大串 成一 11 H25.07 

26 松栄SSE 松栄公民館 綱 川 喜 一 13 H25.11 

27 竹園会 竹園交流センター 若 林美智子 24 H25.12 

28 中菅間シルバークラブ 中菅間児童館 青木厚子 12 H26.02 

29 つくば元気会 栗原交流センター 酒井睦美 17 H26.03 

30 あやめ会 大穂交流センター 飯村坑夫 20 H26.04 

31 小田中部シルバースターズ 小田中部公民館 吉村房楕 13 H26.04 

32 上菅間女子会 上菅間児童館 飯柑享子 21 H26.04 

33 下坪いきいき体操教室 栗原下坪コミュ二ティセンター 酒井孝子 15 H26.04 

34 親和会 若森構造政善センター 中沢恵美子 11 H26.04 

35 すみれ会 前野北I平研修センター 中柑 の15i 8 H26.04 

36 水域シルバークラブ 水守研修センター 大関 新一 35 H26.05 

37 あじさい会 安食公民館 池田きみ 13 H26.06 

38 だのし家ふれあいサロン 疋のレ家 新 井 理 恵 10 H26.09 

39 ぱらの会 東1平公民館 森 田よし子 7 H26.09 

40 償町シルバー体操教室 横町公民館 沼尻 昭代 14 H26.09 

41 だんぽぽ 下大角豆研修センター 横島 151じ江 15 H27.04 

42 大村シルバー 大公民館 沼尻 トヨ子 22 H27.05 

43 要・中根シルバークラブ 要・中根集会所 銭谷修 36 H27.0ア

16 



出前体操教室紹介・北支部
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桜老人福祉センター ｜太塚美智子｜ 10 I H27.07 

東作谷公民館 ｜飯島幸 I 10 I H27.07 

玉取ふるさとコミュニティセンター ｜飯島 孝一 I 17 I H27.07 

洞下下宿児童館 ｜飯柑梅代 I 15 IH27.11 

体操のお蔭で元気になり、月2回の教室を
皆で楽しみにしています。

神郡シルバークラブ

月2回の体操を待っており、教室に来るの
が皆さん楽しみです。

シルバー体操の始まりと共に元気会ち指導を受
けて、会員ち元気で良い仲間になりました。

どなたでもできて、体にやさしい運動は、シニ
ア世代にぴったり。皆でがんばります。

17 



出前体操教室紹介・北支部

月2回シjレ／＼一体操をしているお陰で、皆

さん明るく元気いっぱいです。

l 幅広い年齢層の集まりです。月 1回のサロンを楽しん

でいます。体を動かし声を出してI営々元気に。

公園の梅林の元に集まっています。年輸を重ねるごと

に、身体ち11)1も若くなるのが不思議です。

18 

I － 健やか空
筑波山の中腹、石段や坂道の多いところです。いつま

iでも元気で過ごせるように体操しています。

ふれあいサロンおたっレゃクラブ

体操終了後はゲーム大会、健康講座、
作り等異なる内容で楽しんでいます。

月に一度の集まりを大切にし、色々な事に取り

組んでいます。 SR Tち欠かせないテーマです。

交流センター講座からの仲間です。今や強い鮮の元、

目標に向かつて歩んでいます。



出前体操教室紹介・北支部

元気の源はシルバー体操です。

大好きなグランドゴルフを楽しむためにも、い

つまでち元気な身体づくりが欠かせません。

体力を作り、認知症・生活習慣病予防を目標にして、

月1回の体操を和気あいあいと頑張っています。

19 

いつまでも元気ではつらつとがんばろう！

和やかな雰囲気の中での体操がとてもJ~＼地
よいです。おEいを思いやる感じです。

レぱ楽会

地域出身の指導士さんの強い働きかけで、始め

ました。今は皆さん、 SR Tの大ファンです。

国松元気クラブ

地区の親睦を兼ね参加すること、体力増進
を目指して精進しています。



出前体操教室紹介・北支部

皆さんが体操に来る日は笑顔でとても楽しく、
ホールが明るくなります。

地元に来て教えて下さるシルバーリハビリ体操
教室は、高齢者の一番の楽レみです。

1 竹園会

月曜の朝、竹園交流センターのホールで体操を
します。自分を大事に、気持ちよく！

つくば元気会では参加者は女性だけ I7名で
す。ますます元気になるよう頑張っています。

20 

貴方と私は体操の仲間、共に励まし声掛け合っ

て今日も楽しくリハビリ体操。

松栄には 3名の指導土がいる。体だけでな

く、話をすることで山の健康にちなる。

体操を続けているうちに転ぶことが無くなり、みんな

に会っておしゃべりでさることがとてち楽しみです。

あやめ会

明るく、元気に、楽しくをモットーに！いずれ

アヤメかカキツバタ！



出前体操教室紹介・北支部

小田中部シルバースターズ

みんなで体操して、お茶して、おしゃべり
に桔を咲かせ楽しんでいます。 、

「足腰の痛み和らぐストレッチ、笑顔が集う体
操教室」。元気な輔が広がりますように。

いつも楽しく元気よく、みんなにこにこ運動させてい

ただいており，月2回の教室が楽しみです。

あじさい会

年配者が毎月楽しみにしています。体ち軽くな
ってきたと大変喜んでいます。

21 

上菅間女子会

同年代の親睦会として発足して1年半、体操の ｜

他に地域の美化にも取り組んでいます。

月2回のシルバーリハビリ体操がとてち楽
しみです。

ゆっくりと、やさしく、確実に、そんな体操が

大好きです。これからち頑張ります。

小さな民家疋のし屋サロン （体操・講習・
手製菓子のお茶）に集う老若男女。



出前体操教室紹介・北支部

｜明く楽凶人生は「シルバーリ川体 ・
操」、笑顔でがんばりまレょう！

22 

末永く、若々しい健康な体を維持するだめに長
く続けていきたいと思います。

シルバー体操を始めてから、体操後に体が軽くなりと

ても喜んでいます。月2回楽しみにしています。

〈対象：平成27年7月31日開始分まで〉



出前体操教室紹介・中支部

中支部

（平成27年11月30日現在〉

No. 教室名 教室会場名 代表者名 人数 開始年月

上郷中央シjレjYークフブ 権下 （偶叡月〉・権上 （奇獄月〉公民館 桜井正男 27 H18.03 
2 いきいき体操クフブ 東児童館 山口良子 20 H20.10 
3 ミ二体操教室 大宿公民館 梁田いと 13 H21.10 
4 福考会 本北谷ヶ城研修センター 大塚ゆき 7 H22.04 
5 前木2011サロン会 前木研修センター 青山富美 20 H23.04 
6 谷城いきいき体操会 谷城集会場 斉藤豊雄 14 H23.05 
7 つくしがE冗気クフブ つくしがE自治会集会場 稲尾美智夫 7 H24.04 
8 健康でがんばろう会 上里公民館 飯島治江 7 H24.07 
9 百家シルバークフブ 百家集落センター 坂入善朗 16 H25.01 
10 真j頼本鎌シルバークラブ 本田鎌倉集落センター 高田登紀子 15 H25.04 
1 1 睦会 小野川児童公園集会所 中満ヨシ子 8 H25.04 
12 本鎌ふれあいサロン 本田鎌倉集落センター 野村裕子 33 H25.08 
13 健康づくり会 小野川交流センター 長谷洋子 14 H25.09 
14 新町諏訪シルバー会 新福研修センター 飯塚馨子 12 H25.10 
15 干現ふれあいサロン 二の宮交流センター 長尾 穏 8 H25.12 
16 水曜サロン 五十塚研修センター 早川静香 15 H25.12 
17 松代あかりの会 松代交流センター 晶橋百合子 27 H26.03 
18 東光台シルバークフブ 東光台体育館 風間輝也 16 H26.04 
19 いきいきクフブ 山中学園台集会所 半田栄 14 H26.04 
20 入坪シルバー会 入坪公民館 長i家マサ子 10 H26.04 
21 今泉だんぽぽ 今泉集落センター 深野ハルミ 6 H26.05 
22 若葉会 上横揚農場研修センター 樋口策 15 H26.07 
23 冗気体操会 角内集落センター 田本立 いく 12 H26.09 
24 内町区会 内町第二生活改善センター 田中種子 10 H26.10 
25 パンジー会 みすぼ団地自治会館 佐藤幸子 20 H27.01 
26 ゃなぎ会 柳橋研修センター 朝倉享子 10 H27.03 
27 本金村夢クつブ 本金柑研修センター 飯田満 8 H27.03 
28 北シルバークフブ 北公民館 鷺谷朝次 8 H27.04 
29 ／＼ッピ一体操会 不動町文化センター 田中二美枝 20 H27.04 

30 高須賀さくら会 高須賀研修センター 山田允子 22 H27.04 
31 観音台なごみ 観音台集会所 斉藤正子 13 H27.04 
32 水曜会 鍋沼新田集落センター 峯本誠一 25 H27.04 
33 大山シル／＼ークフブ 大山公民館 土田禎太郎 11 H27.05 
34 館野ろまん倶楽部 館野研修センター 東郷宏昌 16 H27.05 
35 金星会 本金村自治会集落センター 村上道子 8 H27.06 
36 萱丸さわやか会 上萱丸集会所 飯泉あや子 13 H27.06 
37 中妻冗気会 南中妻研修センター 青木睦枝 18 H27.07 
38 上宿シルバークフブ 上宿集会所 太田 りん 15 H27.07 
39 春日元気クフブ 菊池自宅 菊池季比古 6 H27.07 
40 みどり会 片田集落センター 菊地まさ子 10 H27.09 
41 わかぱ会 春日交流センター j青本悦男 10 H27.09 
42 四ツ谷グループ 四ツ谷研修センター 山田喜栄子 8 H27.10 
43 平和会 上高良田研修センター 山田節子 10 H27.10 
44 コスモス 下局良田研修センター 宇津野きみ 13 H27.10 
45 緑粋クフブ 緑がE自治会館 森肇 20 H27.11 
46 シルバー体操クフブ 赤塚東山自治会館 大池洋子 10 H27.11 
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出前体操教室紹介・中支部

平成18年に結成の会。指導員さんに来ていた

だき、楽しく，体調ちすっきりします。

おEいの幸せを意じて、毎月楽しくやって

いて、体操の刻果があらわれています。

月2回のサロン会を楽しみにして、和気あ
いあいと有意義に過ごしています。

谷城いきいき体操会

今年5月で5年目、「継続は力なり」これか
らち笑顔で元気に頑張ります。

24 

60代～90代の仲間が集い健康長寿をめざ

し、なごやかに、楽しく、体操をしています。

体操を続けることで元気になり、楽しく体
操をしてます。

人員は少ないですが、皆さん楽レくリハビ
リ体操に励んでます。

60代～70代が集まってのお話し、 そして体操を楽
しく行い、／~＼ち（本ちリフレッシュレています。



出前体操教室紹介・中支部

和やかな雰囲気の中、快適な日々を過ごせるよう楽し

みながらやっております。正座ができるようになった

月2ロシルバー体操をしているお陰で、皆

さん明るく元気いっぱいです。

「無理をせす、楽しく、仲よく」皆んな、指導

士の指導の下で健康維持に努めています。

2年前にスター卜しました。参加者は多くありません

が、皆さん和気あいあいと熱／~＼に取り組んでいます。

25 

ボケない音頭や体操を楽しみ，I~＼皐共に健康
を願い、月1回の顔合わせをしています。

本鎌ふれあいサロン

気楽に体を動かして、いつまでも健康でい
られる体操を続けだい。

月1回、皆で集まって、明るく楽しく話し合っ

たり、体操をしたりして、親睦を深めています。

皆で集まり、おしゃべりしたり身体を動かし、精神的

にち身体的にちリフレッシユ。とてち楽レいです。



出前体操教室紹介・中支部

松代あかりの会

和室と椅子、月2回の受講が1年経ちまし
た。いつも和やかな会になります。

いきいきクラブ

楽レく仲良くやっています0 2年目に入り

ました。

ご近所同士のコミュ二ケーションを楽しみ
に、月2回の体操をレています。

元気体操会

和気あいあい、楽しみながら行っています。

26 

明るく楽しくあ疋たかくをめざし、出会いを大
切にして皆ではりきって体操レています。

入坪シルバー会

地域の方々と、これからも仲良く体操を楽
しく続けていきたいちのです。

若葉会

始めてから2年目。みんなで和気あいあいとず
っーと続けていきます。

会
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出前体操教室紹介・中支部

パンジー会

善が来たよと砲を咲かせるパンジーのよう
に、希望と楽しみで体操に集まっています。

うれしい、楽しい、幸せと笑顔で集まる体

操教室。さあ、一緒に始めましょう。

ハッピ一体操会

皆さん誘いながら集まるのが楽しく、自宅

で覚えた体操が出来るので、助かります。

和気あいあいと体力の維持を／~＼働けて体を動か

しています。楽しく時のたつのを忘れます。

27 

ゃなぎ会

2月に体験をし、 3月より月2回の体操を

行っています。

月1回集まることで交流が深まり、体操の後は
体が軽く感じ、楽しい時聞を過ごしています。

水曜会

体の調子が良くなりまレた。これからも
ズーッと続けたいと思っています。



出前体操教室紹介・中支部

体操を始めて、明るく、笑顔、いきいきし

ており、動作ち良くなったと喜んでいます。

楽レくのびのびと体操をし、健康維持でき

るよう続けていきます。

体操を通して、月2回集まるのが楽しみ。体操を長く

続けて元気でいられるよう望んでいます。

警目元気クラブ

筋肉や関節が動くのが楽しい。そんな仲間

の増えることを願っています。

28 

いつまでも自分らしく生活レていけることを目

標に、皆と楽レく体操を頑張っています。

董丸さわやか会

指導士さんとのコミュ二ケーションが楽しく、

笑い声と共に若さを保つため頑張っています。

体操することで、なお一層和を広め、笑顔で明

るく楽しい日々を送りだいと思います。

〈対象：平成27年7月31日開始分まで〉



出前体操教室紹介・南支部

南支部

Nn 教 室 名 教室会場名

1 高見原百の会 高貝原5丁目会館

2 城山いきいき体操会 城山公民館

3 j也向シニアクラブ j也向集会所

4 局峰会 高見原2丁目会館

5 いっぱつ体操クラブ 自由ケE公民館

6 梅ヶE梅考会 梅ヶE集会場

7 森の里ふれあいサロン 森の里公会堂

8 いきいきサロンさくら 桜がE公民館

9 桜考会 桜がE公民館

10 若葉のぞみ会 若葉研修センター

11 ふじみ会 富士見台自治会館

12 宝陽台シルバー体操会 宝陽台自治会公民館

13 大樹の会 高見原3丁目会館

14 ひまわり 西大井研修センター

15 楽友会 高見原4丁目会館

16 高貝原1丁目シルバークラブ 高見原1丁目会館

17 高崎地区間好会 高崎公民館

18 牧圃体操クラブ 牧園集会所

19 悠々の会 松本健宅

20 上横揚会 大橋宅

高貝原百の会

当会は15年前の出前体操当時から継続し

て実施し、健康維持に努めています。

明るく、楽しく、元気よく。 1人1人を大

切に。
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（平成27年11月30日現在〕

代表者名 人蛍 開始年月

大塚春夫 11 H18.04 

宮地定雄 18 H18.12 

服部清 15 H19.04 

山中陸男 20 H19.04 

岡卓馬 非登録制 H20.04 

嶋 隆 15 H20.04 

中村栄子 25 H21.08 

鈴木千代 22 H23.04 

山下剛 15 H23.04 

西村昌子 25 H24.04 

佐藤秋男 16 H24.10 

古畑啓子 25 H24.10 

安森 敏一 20 H26.03 

渡漫 佳代子 12 H26.05 

藤元 利澄 22 H26.09 

佐藤 喜総 41 H26.09 

山城 啓子 15 H26.09 

松本 和子 18 H26.09 

采女親範 10 H27.11 

松元昭子 非登録制 H27.11 

当会は男性が4割と多く、来場した指導土の方

ち感／~＼されます。 おじいちゃんも元気だよぉ～

体操を日課に織り込み健康零命を延ばそ
う！がスローガン。それが蛮わらず、です。



出前体操教室紹介・南支部

体操のお陰で老人クラブ体操部ち当初から元気に続け

ています。患の長い体擦を元気に続けたいと思います。

桜考会の体操参加者は平均年齢70歳を越えて

いますが元気で、長生きを目指しています。

「健康で元気な、楽しい人生を送る」を合

言葉にリハビリ体操に精進して参ります。

大樹の会

｜平成26年発足の会です。20名前後の参加者

が、一杯の笑顔で真剣に取り組んでおります。
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出前教室を始めてから 4年目になります。健康

寿命を延ばせる様、皆さん努力しています。

健康考命を延ばす最適の揚。徐々に人毅が増え

ている事から確かな手応えを感じています。

宝陽台シルバー体操会

3年目を迎え、人の輔ち広がり、体操ち楽

レい。若返ったようです。

発足以来一年二ヶ月になります。皆さん毎

回の体操を楽しみに待っています。



出前体操教室紹介・南支部

口IJ;J

リハビリ体操に参加するようになり皆々、自身の健康

管理に目覚めたようです。指導士の先生方に感謝！！

「自分の健康は自分で守る」をモットーに指導土の皆

僚のご指導の下に参加者全員頑張っています。

高峰会

シルバー体操は、きついところちあるけれ
ど、和気あいあいで楽レいよ！！
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高見原1丁目シルバークラブ

明るく、元気に暮らせる縁、体擦をレ続けたいと思い

ます。会の発展と皆療の活躍を期待致します。

元気な高齢者の多い教室です。体操終了後、時々

お茶会をして近況を語り合っています。

無理の無い体操で皆さんの健康維持に貢献

していただき感謝致します。

（苅象：平成27年7月31日開始分まで〉



編集後記

1 0周年記怠誌発行にあたり、橋本知事、市原市長、大田仁史先生はじめ、

出前体操教室の皆様には、原稿のご依頼をさせて頂きましたところ、 I~＼よくお

引き受け頂きましたことに御礼を申し上げます。

つくばシルn：ーリハビリ体操指導士会員は、県立健康プラザ、つくば市のも

とで高齢者の介護予防と健康づくりについて学び、つくば市内で市民の皆様と

共に「出前体操教室」の活動を中山につくば市、社会福祉協議会のイベント等

にち支援をさせて頂いております。

超高齢化社会の中で、健康で長考な人生、“健幸長春日本一を目指して”元

気に生きがいを持って、生活をする事が大切であると考えております。

今後共、市民の皆様の健康づくりに社会貢献できる事を喜びと感じて、取り

組んで参ります。

つくばシルバーリハビリ体操指導土会に、格別のご支援とご協力を頂けます

ようお願い申し上げまして、編集後記のご挨拶とさせていただきます。

ありがとうございまレた。

広報編集部長屋代文夫

発行 つくばシルバーリハビリ体操指導士会 ｜ 

ホームページ URL http.・／／tsukuba-srt.sunnydayjp I 

発行責任者 大久保勝弘 ！ 
干 300-4213 I 

茨城県つくば市平沢6i 9 Tel 029-867 2553 I 

広報編集部 菊池正彦菊池員知子毎沢民子屋代文夫 ｜ 
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いつでも どこでも、ひとりでち、
1日1ミリ、 1グラム

「1ミリ」とは関節を柔らかくするため、 1日に1ミリメートルすつ関節や筋肉を伸ばそう
というものです。
「1グラム」とは筋力のことです。高齢者は筋力がなかなかっかないので、筋の1日1グラ
ムの「貯筋」を始めてみましょう！
いつでも、どこでち、ひとりでも少しすつ動かしていきましょう P

-・ 


