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。楽しみながら体操をする

。できる範囲で 1歩 1歩

。誘いあって気軽に参加
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挨拶

1 0周年記念誌発行に寄せて

会長津畠京子

司F

平成27年4月で倉リ立10周年を迎えられました

ことを、大変うれしく思っております。これもひとえ

に、これまで、支えてくだ、さった多くの方々 のご指導、

ご厚意の賜物であり、感謝に堪えません。会員を

代表して心よりお礼申し上げます。ありがとうござ

いました。

当指導士会は、いつでも、どこでも、 一人でもで

きるシルバーリハピ、リ体操を普及し、高齢者の介

護予防と健康維持、認知予防を図り、住民同士支

えあいながら、地域で、楽しくボランティアで、普及活

動を推進するとした目標を掲げ、活動を継続して

まいりました。お陰様でその効果は、県内要支援・

要介護度の高齢者を対象に行った 8年間の調査

結果、東海村でも現状維持・減少傾向との評価を

得ております。ますますシルバーリハビ、リ体操が

期待されるところです。

当会の先人たちが行政や関係機関への働きか

けを数年かけて、活動場所の開拓をし、現在の道

筋を作ってくだ、さいました。私たちもその思いを引

き継ぎ、役割を果たし、次に繋いでいきます。

「楽しみながら、できる範囲で、気軽に体操に参

加する」をモットーに、地域の皆様と共に住民同士

支えあいながら、健康に笑顔で暮らせる社会環境

をめざしてまし、ります。

最後に、ご祝辞・ご寄稿を頂いた方々、関係機

関の方々に重ねてお礼を申し上げますとともに、

これからも変らぬご支援、ご指導を賜わりますよう

お原品、申し上げます。
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祝辞

1 0周年記念誌発刊によせて

東海村長 山田修

東海村シルバーノミーリハビリ体操指導士会の

創立10周年誠におめでとございます。また、創立

10周年記念誌が発刊されますことJ心からお喜び

申し上げます。

貴会におかれましては、平成18年に創立され

て以来、高齢者の健康づくりや仲間づくりなど、社

会に貢献されるとともに、東海村の介護予防に積

極的に取り組んでこられました。会員の皆様の熱

意と努力に、改めて敬意を表しますとともに感謝

申し上げます。

さて、本村におきましでも、平成27年4月には

高齢化率25%を超え、「団塊の世代」の方々が順

次65歳に達し、これまで以上の速さで高齢化が

進むものと予想されます。

このような状況をふまえ、本村とし、たしましても、

第6期高齢者福祉・介護保険事業計画に掲げた

将来像「健やかにし、軒、きと安心して暮らせるまちJ

を目指し、高齢者が健康で自立して暮らすことが

できる期間（健康寿命）を伸ばすために、健康づく

り活動に主体的に参加、継続できる体制を構築し

ているところでございます。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し1申し上げ

ます。

最後に、貴会がこの10周年としち大きな節目を

契機に、更なる連携の紳を深められ「地域の力」

「高齢社会の担し1手Jとして大きく飛躍されることを

ご期待申し上げますとともに、会員の皆様のご健

勝を心からお祈り申し上げ、お祝いの言葉とし、た

します。



1 0周年記念に寄せて

県立健康プラザ

管理者大田仁史

10周年おめでとうございます。日頃、指導士の

皆さんの活発な活動に敬意を表します。

東海村の昨年度の延べ教室開催数は500回を

超え、参加した高齢者は延べ12,000人以上、指

導士さんも延べ1,400回以上出動しています。

要支援1、2、要介護1の認定率は抑制されている

のではなし、かと思います。高齢者にとっては、 1箇

所でも出かけることができる場所が増えるのが望

ましにこれからも教室数を増やし、高齢者に近づ、

く活動が展開されるよう願っています。そして、そ

の先には外出できない高齢者を訪問指導できる

仕組みを工夫しなければなりません。指導士会の

強力な組織はソーシヤルキャヒ。タルとして評価に

値するものと考えていますし、この組織が付加的

な機能を持つようになれば、さらに地域の高齢者

対策は実のあるものになるでしょう。

シルバーリハビリ体操が各市町村、各指導士に

より平準化されて行われ、茨城県民は茨城県のど

この町に行っても同じようにきちんと指導を受けら

れることが基本です。ご当地体操とはそこが違い

ます。したがって、全国にも広がってして可能性が

高いのです。

県民が介護予防を学び、力をつけ官民一体とな

って超高齢者社会を乗り切って行こうではありま

せんか。
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1 0周年記念おめでとう

東海村社会福祉協議会

会長黒羽根 弘一

東海村シルバーリハビ、リ体操指導士会が、発足

以来10周年を迎え、誠におめでとうございます。

これは、ひとえに日頃から多くの住民の皆さまに

対し、シルバーリハビリ体操を通じて介護予防の

意義や重要性をお伝えいただいた賜物と存じま

す。

さて、現在、少子・高齢化が急速に進展しており

ますが、このような高齢化社会の中では、できるこ

となら病気をせず、介護も受けず、健康で元気に

自立した生活を送りたいとし1うのは、高齢者のみ

ならず村民誰しもの願いでございます。

このような願し、に応えるべく，シルバーリハビリ

体操指導士会の皆さまが、寸暇を惜しまず、村内

各地の公共施設を活用し、また、ふれあい福祉ま

つりをはじめ、さまざまな機会を活用され、多くの

高齢者の皆さまに、体操の効用を、楽しく、そして

わかりやすくご指導いただいておりますことは、誠

に素晴らしい事であり、その活動に対して敬意と

感謝を表する次第であります。

私ども社会福祉協議会とし1たしましでも「第三次

東海村地域福祉活動計画」に基づき、高齢化等

により日常生活に要支援課題が生じた方々の権

利擁護支援の充実を図りますと同時に、何よりも

元気な高齢者を増やすため、高齢者センターの

筋力トレーニング室や機能回復プール等の施設

の有効活用、各種介護予防教室の開催、小規模

多機能ケア拠点「縁側につどう家であしリを有機

的に機能させ、高齢者の身体機能の維持・回復を

目的とした事業の充実を図ってまし1ります。

結びに、東海村シルバーリハビリ体操指導士会

の益々のご発展と、 二十年、 三十年と末永くご活

躍されることをご祈念申し上げ祝辞とし1たします。



1 0周年を記念して

東海村福祉部長

中村正美

この度、東海村シルバーリハビリ体操指導士会

が、発足10周年を迎えられましたことを、心からお

喜び申し上げます。

また、貴指導士会におかれましては、平成 18年 4

月に発足されて以来、村内の高齢者の健康増進

や維持あるいは介護予防に多大なる貢献を続け

てこられたことに深く感謝を申し上げます。

茨城県シルバーリハビ、リ体操指導士連合会のス

ローガンのひとつに“茨城県民がシルバーリハビ

リ体操で健康長寿日本一のいばらきを目指そう”と

いうものがあります。一方、村では平成27年度の

村政運営の基本方針のひとつに「持続可能なまち

づくりJを掲げ、その実現に向けて“健康寿命を延

ばすための新たな健康づくり”を重点事項として

おります。

村民の健康づくりの推進のひとつの取り組みと

して、このシルバーリハビリ体操は、いつでも、ど

こでも手軽にできるものであり、ぜひ、多くの村民

の皆様に、親しんでいただきたし叱思います。

今回の発足10周年を新たな契機として、今後も、

一人でも多くの村民の皆様に、この体操のすばら

しさをお伝えいただくとともに、健康寿命を延ばす

ための地域のリーダーとして、さらなるご活躍をご

期待申し上げます。

最後になりますが、貴指導士会のますますのご

発展と、会員の皆様のご健勝を心からご祈念申し

上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。
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指導士会発足10周年を迎えて

楽楽茶の間代表理事

小津和男

この度は、シルバーリハピ、リ体操指導士会発足

10周年、誠におめでとうございます。

私どもの楽楽茶の間は、当時の記録を見ますと、

平成17年7月に発足し、 8月から生きがいデイサ

ービスとして豊白集会所や各コミセンで活動を行

ってきました。発足当初はラジオ体操やストレッチ

体操を行っていましたが11月末から上条八洲江

さんが指導者として協力してくださり、水戸の健康

プラザで学んだことを楽楽茶の間で実践してくだ

さいました。

上条さんは、翌年の4月に養成講座の修了生と

ともに東海村シノレバーリハヒサ体操指導士会を結

成されました。以後、楽楽茶の間の生きがいづく

り支援事業の日程に合わせて毎回協力していた

だいています。

楽楽茶の間で、はシルバーリハビリ体操指導士

会の体操が好評で、皆熱心に指導を受けていま

す。今後もいろいろとご迷惑をかけると思います

が、よろしくご指導のほどをお願し1します。皆様の

指導士会がますます発展されますことをご祈念申

し上げ、お祝いの言葉品、たします。



初代会長・前会長のことば

1 0年の思い

初代会長上条八洲江

平成18年に当指導士会が発足し、今年10周年を

迎えることが出来ました。これも、ひとえに健康プラザ

管理者であり、シルバーリハビリ体操の考案者で、ある

大田仁史先生をはじめ、行政・地域の関係者の皆様

方のご支援とご協力の賜物と厚く感謝申し上げます。

振り返ってみますと力不足の私が会長品、う任務を

背負い、初めの2、3年は悪戦苦闘の日々であり無我

夢中で過ごしました。当時、シルバーリハビリ体操を

知る人も少なく、大田先生からは「自分たちの力で行

政に働きかけ、活動の場を開拓しなさし、Jと云われ、

初めは行政の受け入れ先も定まらず、転々として4年

目にようやく介護福祉課に定着し現在に至っておりま

す3 今は多大なご支援をいただき、業務委託契約を

受け、介護予防の一端を担いボランティアで普及活

動に励んでおります。

6人で立ち上げた指導士会も現在100余名の会員

で組織され、年間延べ1万人以上の村民に体操の指

導を行っています。今後指導士会を存続するために

は地元東海村での3級指導士養成講座を開催し指導

士の養成が望まれ、それが私の念願の事業でした。

平成23年1月、 12名の指導士が誕生し、以降2回の

講座が聞かれ、計48名の指導士が誕生しておりま

す。

私はこのリハビリ体操の普及活動を通じて沢山の

方々との出会い、ふれあいがあり、粋ができ、これが

心の宝となり、生きがし1を感じております。東海村の

高齢者が住み慣れたこの村で、老後を楽しく、明るく

元気で過ごし、介護予防に貢献で、きるよう頑張ってい

きたし立思います。
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1 0年を振り返って

前会長佐藤盛男

平成18年4月に東海村シノレバーリハビリ体操

指導士会が発足し、小生は上条八洲江さんの勧

めもあり、翌年の平成19年1月に3級指導士の養

成講座を受講・修了すると同時に当指導士会に入

会しました。そして、会員の皆様と共に村内の各

所で行われているリハビリ体操指導に携わってま

いりました。この間体操教室の数も少しずつ増え、

体操参加者の数も年々増加してまし、りました。

多くの仲間とともに、村内の高齢者の方々とのふ

れあしも深まり、その元気な姿を見るにつけ、大

変嬉しく感じています。

発足以来の上条会長の後任として、 2年間会長

を務めて参りましたが、この間の成果と問われると

自信がありませんが、東海村との業務委託契約が

結ぼれたこと、東海文化センターでの県指導士会

フォーラム2011を盛会の内に実施できたことなど

が思い出に残ります。介護福祉課をはじめ、関係

機関の方々、多くの会員のみなさんには多大なる

ご支援、ご協力をいただき、深く感謝申し上げる

次第です。一昨年、健康プラザの調査結果の報

告があり、東海村では体操普及活動が盛んで、軽

度の要介護認定者の増加が抑制されたこと、体操

教室あたりの参加者が多く、指導士による体操普

及活動が、地域の介護予防へ一定の貢献をして

いることなどが確認されました。大変喜ばしいこと

です。このようにシルバーリハビリ体操が介護予防

に貢献できていることを再度認識し、村内の高齢

者の方々の健康の維持向上に、更に努力してま

いりたしせ考えます。



指導士会の活動屡歴

年度 ｜月 項目

市田勝
動
一

E
一
時
活
一

五
豆
間
一

備
一
市
立

い
い
山
一
路

ち
属
一
士

た
所
一
導

ひ
に
一
指

Hl 7年度 1 ！ 14月｜東海村シノレバーリハビリ体操指導士会の前身スタート
(2005) I I 

Hl8年度｜必口｜東海村シルバーリハビリ体操指導士会発足
(2006) Iせ刀｜（以下指導士会と記載）

5月｜県北地区シ山一リハビリ体操指導士会発足と同時に入会

Hl9年度｜ ｜ 14月｜指導士会総会（舟石川｜コミセン）
(2007) I I. 

4月｜指導士会会則制定

l第12回東海村ふれあい福祉まつり I 
10月｜ ｜屋外ステージで体操指導

｜（総合福祉センター ・幹） ！ 

1 1月｜「ねんりんピックJに参加 （笠松運動公園）
当指導士会から6名参加
県内指導士300名が参加

2月｜指導士会 ボランティア活動に貢献として表彰 茨城県から感謝状受賞

H20年度14月｜指導士会総会（舟石川コミセン）
(2008) 

6月！大田仁史先生東海村記念講演会（白方コミセン）

l指導士会研修会 ｜体操指導方法研修
7月！

｜（平成20年度第1回 ・舟石川コミセン） ｜健康プラザ有賀氏来る

H21年度｜ I 14月｜指導士会総会（舟石川コミセン）
(2009) I 1. 

｜第13回東海村ふれあい福祉まつり ｜ 
5月 1 1屋外ステージで体操指導

I （総合福祉センター ・粋） I 

lご／レバーリハビリ体操普及講習会
10月｜

｜（総合福祉センター ・粋）

｜指導士会研修会 ｜ 
10月1 ｜救急救命法と体操指導研修

｜（ボランティア活動センター ・えがお） ｜ 
｜潮来ボランティア連絡協議会と交流 ！潮来市が来村、交流、

10月｜（ボランティア情動センター ・えがお） ｜リハビリ体操の状況を説明

｜県北 ・県央 ・県西・県南 ・
1月｜茨城県シルバーリハヒV 体操指導士会発足と同時に入会 ｜鹿行の5地区で、形成

体操指導状況の見学と

講師；大田仁史先生

2月｜守谷市指導士会を訪問、交流 交流会

県北地区シルバーリハビリ体操指導士会研修会
2月｜ （常陸太田市総合福祉会館） 16名参加

H22年度14月｜指導士会総会（舟石川コミセン）
(2010) 

l那珂市導士会研修会見学
4月｜

｜（那珂市総合センター「ひだまり」）
｜第14回東海村ふれあい福祉まつり ｜ 

5月｜ ｜屋外ステージで体操指導
｜（総合福祉センター ・粋） ｜ 
｜ ｜体操指導状況の見学と

6月｜城里町指導士会を訪問、交流 ｜ 
I l交流会

県北地域代表者会議（平成22年度第l回）
7月｜

（目立市十王地区交流センター）

10月11級養成講習会受講
4名がl級取得（3級指導士養成
講座地域開催が可能になる）

茨城県シルバーリ ハビリ体操指導士会フォーラム2010に参加
1 1月｜（笠間市友部公民館）

l指導士会研修会
11月｜

｜（平成2..~年度第l回 ・ 村松コミセン）
｜県北地域代表者会議（平成22年度第2回）

12月｜
I （日立市十王地区交流センター）

5 



年度 ｜月 項 目

2年度 1 I I 1月 ｜東海村 にて3級指導士養成講座実施（第1回）
(2010) I I 

1月 ｜新年会（阿漕が浦クラブ）

H23年度
14月｜指導士会総会（総合福祉センター・ 紳）

(2011) 

6月｜指導士会研修会（平成23年度第1回 ・石神コミセン）

備考

80コース 12名終了

研修会後古谷信義氏の講演会

7月｜東海村と初の業務委託契約を結ぶ（平成23年度） ｜東海村介護福祉課窓口

10月｜広報誌「りはびりすJ創刊

｜県北地域代表者会議（平成23年度第l回）
10月｜

｜（舟石川｜コミセン）
｜第15回東海村ふれあい福祉まつり

10月 ｜
｜（総合福祉センター ・粋）

1月 ｜新年会（ひたちなか市「あかり」）

屋外ステージで体操指導

1月 ｜笠間市指導士会を訪問、交流 ｜体操指導状況の見学と交流会

茨城県シルバー リハビリ体操指導士会フォーラム2011
2月 ｜（東海文化センター）

3月 ｜県北地域代表者会議（平成23年度第2回） （舟石川 コミセン）

県北西部地域リハビリテーション研究会参加
3月 ｜（東海文化センター）

3月｜指導士会研修会（平成23年度第2回 ・中丸コミセン）

県内各地から約700名参加

H24年度
14月 ｜指導士会総会（舟石川コミセン）

(2012) 

4月 ｜広報誌「りはびりす」第2号発行

4月 ｜東海村と業務委託契約締結（平成24年度）

l県北地域代表者会議（平成24年度第1回）
5月｜

｜（大子町）
｜第 16回東海村ふれあい福祉まつり ｜ 

6月 ｜ ｜屋外ステージで体操指導
｜（総合福祉センター ・粋） ｜ 

7月｜指導士会研修会（平成24年度第l回 ・村松コミセン）

9月 ｜東海村3級指導士養成講座実施（第2回） 1101コース23名修了

10月 ｜広報誌「りはびりす」第3号発行

10月 ｜那珂市指導士会を訪問、交流

1県北地域代表者会議（平成24年度第2回）
1 1月 ｜

｜（大子町）

体操指導状況の見学と交流会

I 、 、 l車いす介助法と移乗、 リハビ
12月｜指導士会研修会（平成24年度第2回 ・白方コミセ／） ｜ リ体操~＆A集からの勉強会

｜茨城県シルバーリハビリ体操指導士5000人突破記念講演会
1月｜

I （県庁）

H25年度 l I 
14月｜東海村と業務委託契約締結（平成25年度）

(2013) I I 

4月｜指導士会総会（舟石川 コミセン）

6月 ｜指導士会研修会（平成25年度第1回 ・真崎コミセン）

県北地域代表者会議（平成25年度第l回）
6月 ｜

（常陸大宮市）

6 

研修会後田畑由紀子氏の指導
でニュースポーツ体験



年 度 ｜ 月｜ 項目

H25年度16月｜県北地域代表者会議（平成25年度第1回）
(2013) I ｜（常陸大宮市）

7月｜北茨城市指導士会との交流会

10月｜広報誌「りはびりす」第4号発行

｜茨城県リハビリ体操指導士10周年記念フォーラム
10月｜

J ... （那珂市笠松運動公園体責館L.……

備考

東海村での体操指導見学及び

交沈金一一一

11月｜交通安全アドバイザー委嘱を受ける

パーl一一｛ーひたちーなーか市酉警察署.L........ ー

1月｜新年会（舟石川｜ コミセン） ｜定例会後実施

2月｜指導士会研修会 ｜「寝ての体操」目的、体操方法
パ守I.... ＜宰成~－Q年度第2回一一．一総、：合福祉セーどグーア…・維L...…………ー…ー…一↓な．とのー再確認

3月｜県北地域代表者会議（平成25年度第2回）

ゴー.l...t常陸；太一富一前2..一一
3月｜会員交流会

6年度｜ ｜ 14月｜指導士会総会（舟石川コミセン）
c2014) l. .I. 

4月｜広報誌「りはびりすJ第5号発行

4月｜東海村と業務委託契約締結（平成25年度）

l第17回東海村ふれあい福祉まつり
6月｜
ー…I. ...＜一総合福祉.~. ：..：：.芝？？？？土静）.一一一一一一一

｜指導士会研修会
6月｜

.I....＜宰成Z.§年度第l回一・総会；祉七三グーご－：：.....綻〕.........

7月｜利根町指導士会を訪問、交流

10月｜広報誌「りはびりすJ第6号発行

10月｜茨城県社会福祉協議会から表彰状受賞

原電テラパーク ・茨城空港見
｜堂

体操指導状況の見学と交流云

10月｜東海村3級指導士養成講座実施（第3回） [130コース13名修了

I lバーベキュー＆グラウンド
1 1月l会員交流会（舟石川コミセン） ｜ 

｜ lゴノレフ
｜県北地域フォローアップ研修会

11月1
.1.. .. （那珂市総一合支店乏で…〔ーらf.f..：－：：－：－.る.J..）・－一一

12月｜指導士会研修会

二.1.... （果成.2.！？年J度第2回一一＇... i総金福祉士：..：：.？..：て~－－－~－持一）一一一一一一一一一一……・4
1月｜新年会（舟石川 コミセン） ｜定例会後実施

l交通安全アドバイザー委嘱を受ける（新入会員）
l月｜

.l .. .CQたおなか車酉警察署L... 

3月 11級指導士フォローアップ研修会 （健康プラザ）

7年度｜ ｜ 14月｜指導士会総会（舟石川｜コミセン）
(2015) l. .l. 

5月｜県知事 ・県福祉部長感謝状授与（会員15名）

t指導士会研修会
6月｜
ー一一一l.... （一子成.＇P年度第一l回二一一総；会福祉士／：ター＝－－－~－鮭）.＿ ... ーー・ ー ーー ... －~－ 
6月｜地区交流会（村松 ・中丸 ・照沼）

7月｜地区交流会（舟石川｜・ 石神）

7月｜地区交流会（白方）

8月｜城里町指導士会との交流会

8月 11級指導士連絡交流会（健康プラザ）

8月｜県指導士会代表者会議（健康プラザ）

7 

食事会

食事会

そば打ち

東海村での体操指導見学及び

玄益金



指導士会組織と構成

｜茨城県シルバーリハビリ体操指導士連合会｜

県北地区シルバー リハビリ体操指導士会

東海村シノレバーリ ハビリ 体操指導士会

会長 医画

一名 ：I 副会長 2名ー
各学区ごとの地区幹事

国 匠司 M 回 回 圃

一
A
E

一

一ロ貝一
一九又
一

－44
t

－
 

一大
一

一汁山
一

一
ム
Z
1
“一

役員 ・地区幹事 ・l級指導士

ノ＇= 
宝員

活動状況グラフ

東海村シルバーリハビリ体操指導士会活動状況
1,600 14,000 

1,400 
j 

,. 
t¥ 、t 12,000 ， 

1,200 ... _ --＂＇’ ー
t¥ 、、~ 

10,000 ， 
1,000 』‘

， 
,•- －ー企ー－Al，，，鳳支＼.＇... h 「血可’ 、 l¥ 8,000 

800 
、 、， 、 、 、 、

， 可 、 、 、 、
6,000 

600 
、 、 、 、_,_, ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~~ 、~ 4,000 

400 

200 z ~~ j A 議ムぷ J 圏~ J~ 2,000 

。 。
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

盟国指導士養成数 10 23 41 52 73 103 107 135 143 162 

区E 教室延開催回数 26 141 299 316 325 409 372 457 469 526 

~指導士参加延数 56 293 693 789 798 912 850 1,158 1』179 1,422 

_ ..・住民参加延数 610 4,132 8,192 8,163 7,630 8,713 8,012 10,571 10,812 12,569 
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研修会

平成22年度第 1回村松コミセンにて 平成26年度第2回 総合福祉センター「紳」にて

椅子での体操

起立での体操 寝てする体操

「ああ～ 気持ちいい！」

9 



他市町村指導士会との交流会

＇－－ー？？ーーーー ーー

平成22年2月守谷市にて

平成25年7月舟石川コミセンにて北茨城市と

大田先生を囲んで「はいポーズ！」

10 

平成24年 1月笠間市にて

平成26年7月利根町にて

県シルバーリハビリ体操指導士

10周年記念フォーラム
平成25年10月笠松運動公園体育館



3級養成講座：舟石川コミセンにて実施
• 

東海村シルバーリハビリ体練指導士会
3級養成績座 80コース
2011.1.20～2.15 

平成23年1月 80コース

平成26年 10月 130コース

県北地域フォローアップ研修会

平成26年 11月

那珂市総合センターらぽーるにて

平成24年9月 101コース

各コースの修了式で東海村長から

修了恒書を受けた皆さんの記念写寓

県シルバーリハヒリ体操指導士フォーラム
2011 

11 

平成23年2月 東海文化センターにて

第 16回東海村福祉まつり
（平成24年 6月）

まつり参加者に体操の実技指導中！



各教室の体操指導風景（楽楽茶の間）

舟石川コミセンにて

中丸コミセンにて

12 

村松コミセンにて

「なごみ」、各コミセンでみんな楽しく

体操してまーす

総合支援センター

『なごみ」にて

真崎コミセンにて



東海村指導士会主催「なごみ教室」

新年会

平成26年 1月舟石川コミセンで

外宿 1区自治会「サロンひだまり」
外宿 1区集会所で

1男性陣も頑張っています・1
L ーーーーーーーー』

会員交流会
平成26年 11月舟石川コミセンにて交流会

グランドゴ、ルフの後バーベキューに舌鼓

13 

平成27年 6月研修会後のレクレーション．

地区対抗ボール送りで順位に一喜一優！



会員の地区交流会
白方学区

平成27年6月白方コミセン

初めてのソバ打ち「美味しかったなあ～J

舟石川・石神学区

平成27年7月 レストラン

当日予定していたグランドゴ、ルフが雨天のため中止残念！

舟石川地区の皆さん 石神地区の皆さん

14 
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会員のひとこと

照沼朗男

平成17年指導土養成に応募しましたが選に洩れ

7月再募集10月実施の④コースを受講。

2級は18年1月の②コースで、東海村からは上条さ

んと私の2名でした。大田先生から資格取得した旨、

行政の担当部署に報告するよう言われ即日役場保険

年金課（当時）に行きました。

楽々茶の間さんには活動の場を提供頂き現在も重要

な拠点です。第6期高齢者福祉計画の中に、シルバ

ーリハビリ体操指韮事業が明記され今昔の感ありで

す。70才直前難病と診断されましたが、その体で

も可能な体操を実感しています。

梅津秀雄

指導土として長い間クライアントと接してこら

れた事をありがたいと思っている。反面、クライア

ントの為に本当に良いワーカーだ、ったかどうか自問

している。ボランティアかプロかに拘わらず、指導

士は「クライアントの最善の利益」を目指した、体

操を通したソーシヤノレワーカーで、あるべきと思って

畦倉信子

私がこのシルバーリハビ、リ体操のことを知ったの

は今から約 10年前でした。職場の友人達が第1回

のこの養成講座に参加して、早速職場に取り入れて

高齢者のみなさんに教えたからでした。そしてある

友人がチラシを持ってきて「畦倉さん、ぜひこの講

座を受けてくださしリと奨めてくださいました。私

もその気になって往復はがきで申し込みをして講座

受講の許可をいただきました。いざ受けて見て「わ

一、どうしよう、筋肉の名前や、骨の名前など覚え

られない、毎回試験があるJとちょっと身を引し、て

しまいましたコ「受けるなんて言わなければよかった

かな」と後悔しましたが、講義はとても面白く、自

分の健康のためにすごくいし、なと思いました。試験

は大変でしたが仲間と過ごす時間はとても楽しいも

のでした。こんなに詳しく教えて頂いて無料の講義

はないなーと感謝しております。これからも自分の

ために、また地域の高齢者のために楽しくこのシル

ノミーリハビリ体操に関わって行きたいと思います。

いるが、人夫々様々な身体特性を持っている中で、 阿部 信夫

全人の満足を得るのは至難である。取り敢えずクラ 身体も心も、いつポッキリ行くか分らない時代、

イアントがやる気になって、少しでも充実感が得ら 一期一会の心積もりで体操しています。

れる場を作れたら、と思うこのごろである。

佐藤絹江

産声を上げて早や10年、参加者の皆様と共に活

動し感じることは、年ごとにいきいきと笑顔になっ

ている姿を見ていると、指導士の活動が着実に成果

を上げていることを実感いたしております。参加者

の皆様の意識が高く、意欲的であることが私達のや

りがいにも繋がっております。これからも介護予防

の一環として、健康で明るく笑顔で暮らせる地域づ

くりに向けて活動していきたいと思います。「高齢売は

力なり」シルバーリハビリ体操で健康寿命を伸ばし

ていきましょう ！

高橋 美智子

リハビリ体操を振り返って見ると、学習した事が

非常に自分のためにすばらしいことでした。テレビ、

新聞の高齢者の健康ライフの欄を見ると、興味が出

てきて楽しくなります。これからも自分の健康寿命、

そして地域とのふれあい自分なりに活動をしていき

たいです。継続は力なりを目標において楽しく、明

るく、前進していきます。
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鈴木綾子

「シノレバーリハビリ体操をやってみない？Jと声を

かけて頂き 3級を取得したのが平成 18年でした。

「続けて2級を」と早起きしてお弁当を作り、毎回

のテストに予習と復習は絶対必要で、ハンド、ルを握

りながら筋肉の名称や部所を暗唱しクリアすること

ができました。ベアを組んで豊白 ・須和間 ・豊岡等

の集会所に出向き、集まった皆さんと会話し、体操

をして帰ってくるのが大きな楽しみでした。その後

は多くの方々が資格を習得され、会員も増えてすば

らしい会の発展を見ることができました。東海村シ

ルバーリハビリ体操指導士会を立ち上げられた方々、

特に上条さんのご尽力には頭の下がる思いが致し、

役員の皆さまが心ひとつにして活動で、きた証しだ、と

切に思えてなりません。この会は、これからの福祉

事業に必要欠くべからざるものであり、更なる発展

を確信しております。



沼宮内陽子

平成17年の新聞記事で「シルバーリノ＼ビ、リ体操

指導士講習会スタート」を読み、興味を持ちつつ迷

っていた時、「ふれあい福祉まつり」で知人が生き生

きと体操指導されている姿に触発され、平成19年

養成講座を受けました。わが身を形づくる筋肉 ・骨

格 ・関節の勉強は新鮮で興味深く、健康をより意識

するようになり活動を通して多くの方達との交流も

生まれ、続けて良かったと思います。

蓮 田弘

指導士会に入会して 7年半が経過しました。

プラザの3級講座で利根町指導士の講話が印象に残

っているので、紹介しますが、シンフ。／レで、的を得た話

に共感したのを思い出します。話を要約すると「利

用者に合わせた目配り」「会場が楽しく和む雰囲気

を」、簡単なようで難しいと今でも感じています。ま

た「失敗は必ず次につながるjの話には勇気づけられ

ましたが、この教えは後輩の皆さんにも大いに参考

になることと思っています。今後も体操を正しく伝

えることはもとより、利用者さんと同じ目線で楽し

く活動し、健康長寿を目指す付託に応えたいとの一

念です。

塙久美子

体操指導士会に入会し、最初はどうしょうか、私

に出来るかと不安だ、ったが、思い切り飛び込み指導

しているうちに、少しずつ自信が持てるようになり

ました。参加者の中からも、今日は体操何にするの？

と笑顔で話しかけてくるようになり喜んで、参加して

下さるようになりました。私にとっても体操の日々

は、今日はどの筋肉を動かして体操をしようと意欲

的になり、続けて良かったと思います。これも大田

先生との出会いが、私にとっても健康で日々過ごせ

ることに感謝しております。また、指導士会のメン

ノ〈ーの方々との交流も出来、仲間との生き生きとし

た姿勢に活力をもらい、生き甲斐を感じています。

これからも研修会に積極的に参加し、体操の方法な

ど学んで行きたいと思います。

宮本善夫

私の動機は、某新聞で、シノレバーリハビリ体操指導

士養成講座の記事を読んで、健康維持のため良いと

思い講座に参加した。高齢者になると毎日体を動か

すことが苦手となり、運動量が減ってくる。そのた

め、筋肉、骨、関節等の運動部分の機能が低下し、

日常生活に支障がでてくる様になる。シルバーリハ

ビリ体操は、主に高齢者の健康保持と介護予防のー

助となっていると思っています。健康寿命を伸ばし、

元気に老いる努力をすることは大事なことです。シ

ルバーリハビリ体操は、いつでも、どこでも、一人

でも簡単に出来る体操なので、頑張りすぎず、無理

せず、自分のベースで毎日行うことが大切です。こ

れからも自分の健康状態を考慮しながら頑張って行

きたいと思っています。

三浦日俊

2010年、古希を迎え勤めを辞めて暇を持て余

していた時に、県広報誌で、シノレバーリハビリ体操の

参加者を募集しているのを目にし、老後の健康維持

のためと応募、 68コース受講のため水戸健康フ。ラ

ザに8日開通った。大田先生の巧みな話術と体操実

技に当初不安だ、った気持ちも安らぎ、楽しく講習会

を終了。無関心だった関節、筋肉など身体の医学的

名称も覚え、ちょっとした物知りになったような気

がし優越感に浸る。その後、東海村体操指導士会に

お世話になり今日まで活動を続けてきたが、 12年に

右視床出血を患ってからは左足が思うように持ち主

の言うことを聞いてくれず不便を感じ、違和感のた

め活動も休みがちとなり会には大変ご迷惑をかけて

いる。病院退院直後に2級講習会の通知を受けて、

プラザ、に事情を話し先生方の厚情のもと講習会を受

講し無事修了させて頂いた。歳を重ねるとともに身

体の不自由さは増すばかり、今、一番リハビリ体操

を必要としているのは私自身かもしれません。少し

でも早く良くなり、また皆さんと一緒に活動する日

を目標に頑張っていきたいと思います。会の益々の

発展を祈念しています。

川崎敏美

シルバーリハビリ体操と出会って、早や5年にな

りました。私自身の健康作りと思い、思い切って受

講しました。初めての活動は「楽楽茶の間」の体操

教室でした。利用者さんの前に立った時、頭の中は

真っ白になり、何と言ったか覚えていない程の緊張

でした。場数を踏めl世慣れるからと先輩に励まされ、

今では信じられなし1位度胸がつきました。活動も体

操と同じで、五也読することの大切さを感じました。
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佐藤恵子

還暦を迎え、子供や孫たちに節目の祝をしてもら

った時、体も頭も健康でがんばろうと思いました。

そんな時、広報で、シノレバーリハビリ体操指導土養成

講座の募集を目にしました。60歳以上、仕事を持

っていない人という私に合っていると思い応募しま

した。ところが講座に参加し修了後、地域に戻りは

じめてボランティアとして協力して欲しいと言われ、

引っ込み思案で、上がり症の私が人前で話をしなが

ら体操をするなど想像もつきませんでしたが、先輩

たちゃ利用者さんたちに助けられ、やっと楽しくな

ってきた所で、す。まだ、人前に立っと緊張して忘札る

ときもありますが、これからもできるだけ頑張りま

す。

平野紀夫

ある春の季節、体操指導士養成講座の募集が目に

とまり、妻の一言で受講する事となりました。当初、

失敗の連続でうまくし、かず、体操参加者の皆さんに

温かく見守られ、励まされた事を昨日の事のように

記憶しています。先輩指導士の助言を受けながら、

自分なりに体操の知識の向上と実技の向上をめざし

今日に至っています。小生のモットーは「笑顔で、

元気に、楽しく」です。一人でも多くの方に参加し

てい頂けるよう、楽しく体操が出来る雰囲気を心掛

けていきたいと思います。そして今、指導士になっ

て本当に「良かった、良かったJと一人肱く小生で、

す。

小玉 久仁子

私は子供の頃体操に夢中になっていた時期があっ

た。そして長いこと勤めた整形のリハピリを定年退

職した。しばらくして、シルバーリハビリ体操の事

を知った。リハビリ体操も体に染み付いた言葉、そ

の前にシノレバーが付くと思うと、やってみたい気持

ちになった。受講が始まった時には主人が倒れ、無

我夢中の状態だった。その後、 二度の長期欠席、最

初から何もした事がなし、から何も出来ない。止める

と申し出たが、止めないで一緒にガンバローよ・・・と

止められないなら、やるほかないと、先輩後輩の体

操を見学しながら、ノートに書き写しながらノート

は3冊を超えた。新人さんを見ると、今でもあの時

の自分に重なる。リハビリ体操をして、みんなに元

気になって貰おうと思って始めたはずなのに、今で

は自分のために体操をしているように思う。体操を

喜んでくれる人がし、ると、つい力が入る。今日も楽

しく体操をして来た。
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酒井久枝

私は数年前にシルバーリノ＼ピリ体操指導士会に仲

間入りさせていただきました。高齢者と関わる仕事

をしてきたので、仕事を辞めてからも引き続き高齢

者の方と関わっていきたいと軽い気持ちで活動を開

始しました。最初は積極的に活動しておりませんで

したが、高齢化が進む中、私もその中にいると痛切

に感じるようになりました。これからは活動の機会

を増やしながら地域のみなさまと共に楽しく続け、

リハビリ体操の普及に出来る限り関わっていけたら

と思います。そして参加者の立場になって、この体

操の期待出来る効果等を具体的に説明し、常に無理

をしないよう声かけして指導士が一方通行にならな

いよう気を付けて行っていきたいと，思っています。

小野瀬房子

友達に誘われて、県立健康プラザで受講しました。

大田先生のいつも笑顔での講義は楽しく、 8日間無

事に通って、その後何があるか知らぬまま修了証を

頂きました。初めての人前でのドキドキの体操は、

今思えば懐かしく、回数を重ねていくことで克服出

来ることを身をもって経験しました。近年高齢化が

進み介護予防の大切さの意識も高まり、行政からの

依頼もあり、シルバーリハビリ体操の出番が増えて

きました。私の介護予防として出来る範囲で続けて

行きたいと思います。

大沢益子

1 0周年おめでとうございます。 10年間という

のは、人それぞ、れに長かったか、それともあっとい

う間だったかは、感じ方が色々だと思いますが、試

行金吉呉の 10年だったと思います。私自身の活動は、

月2回位ですが、利用者の方の元気さには驚きます。

特に「なご、みj に来る方々は、何年もされてる方、

月何回もされてる方がいて、このリハビリ体操をし

ているお陰なのかと感じることがあります。何でも

そうですが、続ける事が大切なのかと感じます。こ

れからも自分で、出来る範囲で、行っていきたいと思い

ます。



楢本みよ子

退職後からでも始められる活動やサークノレを探し

ていたところ、新聞で、シノレバーリハビリ体操指導士

というものを知りました。資格取得のための講習会

に参加したところ、茨城県の各地から集まった積極

的なメンバーのパワーに驚くとともに、私も参加で

きるのなら参加したいと思うようになりました。現

在は少しづ、つ活動している状態ですが、今まで地名

しか知らなかった村内各地に伺い、そこでの参加者

との交流を毎回楽しみにしています。次の目標は、

地域の方々と自然に挨拶する、挨拶される間柄にな

る事ではなし、かと考えています。

大川輝代

親の介護に、自分の健康に、そして、少しでも地

域に貢献したい気持ちで、受講したシルバーリハビリ

体操講座。利用者さんを前にして、最初はドキドキ

したり、言葉が足らなかったり、筋肉の名が出てこ

なかったりが何度も。そんな時援助してくれる先輩

が一緒なので助かり、嬉しかったで、す。よく施設「す

みれJに行くことがありました。できなくても、で

きる範囲で、体を動かしたり、歌声は、かすかだけど

楽しそうに口をあけ、体でリズムをとっている姿を

見ると嬉しくなり、やっていてよかったと思います。

歌は声を出すし、高齢の利用者さんは大好きな事。

どこの体操でも、 一つぐらい歌を出来るといいなぁ

と思います。いくつになっても学習は必要。これか

らもできる限り学習会にも参加し、体操の方にも参

加できるように心がけたいと思います。

阿部恵子

「ばたかばたか」。元気な発声練習が会場いっぱい

に響きます。シルバ一体操に参加している高齢者の

方々の真剣な取り組みに驚かされる毎日です。体操

でみんなに会えるから楽しみ！今日来てくれて、あ

りがとう ！高齢者とのふれあいで、私はたくさんの

元気をもらっています。指導士として、まだまだひ

よこなので、体操実技を習得し、楽しいボランティ

ア活動が出来るよう努力したいと思います。

三浦悦子

還暦を過ぎた頃から、自分の体力に自信がなく 、

「このままでは、身体もどんどん衰えてしまうし、

何か始めなければJと思っていました。そんな時、

何気なく木、T報を見ていると「シルバーリハビリ体操

受講者募集」の記事を見て、自分自身と家族の

健康に繋がればと軽い気持ちで応募致しました。で

すから講習会後に人様の前で体操の指導をすること

など、全く考えておりませんでしたので驚きと戸惑

いやら、動揺してしまったことだけは覚えています。

しかし、悲しいことに人間誰もが老いていく訳です

から、最後まで人間らしく健康である為に「し、つで

も、どこでも、 一人でもできるJをモットーのこの

素晴らしい体操を多くの方々に知って頂き、健康で

明るく楽しい老後を送られる一助になればと思い、

どこまで出来るか分かりませんが、私の身体の許す

限り、続けようと思っています。

宮島和俊

退職後「し、つで、も、どこでも、ひとりでも」

とのポスターが自にとまり、3級指導土養成講座を

受講しました。高齢化が進んでいる現在、健康寿命

の向上及び介護予防策が求められております。この

ような状況の下、自らの加齢による体力の低下を考

慮しつつ、より高い知識を身につけることで自身の

スキルアップを図り、体操教室では、参加者の皆様

に解りやすい説明に努めることで、シルバーリハビ、

リ体操の普及活動の一旦を担うことができればと思

っております。

宮本荘一

村の広報誌を読んでいるとき「指導士養成講座」

の開講を目にし、自分の健康のためと思い受講しま

した。関節運動、筋肉の名称など聞き慣れない言葉

や記憶力の低下もあり、悪戦苦闘の中で終了しまし

た。先輩の後についていき活動に入りましたが、大

勢の前での実践は思うようにできず迷惑をかけっぱ

なしです。でも、指導士さんをはじめ多くの方と知

り合うことができ、この会に入ってよかったな・ーと

思っています。今後も自分の健康維持に加え、少し

でも高齢者の役に立てればし、ぃと思い活動していき

たいと思います。

鎌田静子

永らく勤めていた仕事を辞め、地域のため、自分

のためにと役立つ事がないかと考えていた折、シノレ

ノくーリハビリ体操講座が目に入り一念発起し受講し

たのがキッカケで、した。前々より身体を動かす事が

大好きな自分でしたので、初回、 2回目と重ねる度

に利用者さんから段々声を掛けて頂ける様になり、

指導士先輩の方にご迷惑を掛けておりますが、現在

当指導士会に参加しているところです。自分ではま

だまだですが、地域の方が一人でも多く足を運んで

頂き、 一緒に元気に身体を動かし、楽しんで頂けた

らと思っております。
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小林久子

1 0周年おめでとうございます。長いこと東海村

シルバーリハビリ体操指導士会を担われてきた方々

に、感謝申し上げます。シルバーリハビ、リ体操指導

士養成講座、受講しようと思ったきっかけは、ひと

つは大田仁史先生の講座をある所で、受けたこと。も

うひとつは、村内で、友人がシルバーリハビリ体操指

導士として活動していたことに触発されてのことで

した。平成26年5月に修了いたしました。大田先

生の考案した、介護予防のための体操は、どのよう

な姿勢でもでき、いつでも、どこでも、一人でもで

きるのは、心を引き付けられます。早速、定例会、

学習等に休みがちながらも参加し、たしますと、指導

士の皆様が熱心にご活躍されているのにとても驚い

ております。体調を崩したり、所用で続けられるの

か気になるところです。指導士の皆様に支えていた

だき、自分のベースで参加させていただきたいと思

います。

小室久美子

指導士会の講習を終え一年過ぎた所です。リハビ

リ体操には月 2回位参加させてもらい、自分が担当

できるところを一つずつ増やしています。見た目で

シルバー体操を物足りなく感じる人もいるようです

が、激しい動きでなく全身の筋肉をしっかりストレ

ッチ、鍛えているので私達の年齢にはちょうどよい

と思っております。活動を休むと細かい部分を忘れ

てしまうので、皆さんと一緒に体を動かす日にして

います。一会場指導士2人では寂しいので3人以上

になるといいですね。また、寝たきり、閉じこもり

の人を減らし元気な高齢者を増やしたいと思います。

大森千代子

私は今から 3年前に大きな病気をして、 3回の入

退院を繰り返し、その中で手術もあり体重は減少し、

要介護区分の要支援 lを認定され、ひたちなか市の

シルバーフィットネスセンターに通所して、体力を

回復することができました。お陰さまで、元気になっ

た私は、運動が体にとってし、かに大切か感じたので、

今度は自分が体操の指導士として、年代の同じ皆さ

んの体力向上のお役に立てたらと思い、勇気を出し

て体操の指導を選択しました。仲間の皆さんと共に

楽しく体操を支援していきたいと思います。

佐藤克子

1 3年勤めた介護の仕事を辞めて、就職活動をし

ていた時に、村報「とうかし、」にシルバーリハビリ

体操3級指導士養成講座の募集が目に入り、受けよ
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うか迷いましたが、これからの自分のためと私たち

の先輩に少しでも役に立てたらと受けてみようと思

い申し込み、勉強させていただきました。講習が終

わりに近づいた頃に就職が決まりました。今現在、

介護の仕事をしながら配食と慣れない農業、母の世

話となかなか参加する気分になれず、休会状態にな

っております。毎日がせわしく過ぎてしまい、シル

ノくーリハビリ体操に参加する気持ちになれないので、

気持ちにゆとりが持てるようになりましたら参加さ

せていただきたいと思っております。

坪井悦子

外宿一区には今まで、シルバーリハビリ体操指導士

が一人もいない状態が続いていました。そのため東

海村で受講できるということもあり、自治会の役員

メンバ－4人が奮起して受講しました。シルバーリ

ハビ、リ体操は、目的に合わせた体操のため、細かく

分かれているのでなかなか覚えるのが大変です。現

在はシノレバーリハビリ体操3級指導士として緊張し

ながらも活動し始めています。月に何回も参加はで

きませんが、体操教室に来て下さる皆さんのために

も、自分のためにも、地元を中心に活動し続けてい

きたいと思っています。これからも宜しくお原品、致

します。

山本育代

昨年の 10月に3級をとらせていただきました。

月1、2回のベースで集会所などへ参加しています

が、早く諸先輩方のように利用者さんに理解（部位

の説明）していただける話し方ができるように頑張

りたいと思っています。ご指導宜しくお願し、します。



役員・地区幹事・研修委員の変遷

( 1 ）役員

会長 副会長 書記 会計 監査 顧問

平成18年度 上条八洲江 照沼朗男 吉田宣保 小山田正明

平成19年度 上条八洲江
照沼朗男

吉田宣保 小山田正明 中島泰子
吉村知之

平成20年度 上条八洲江
照沼朗男

吉田宣保 小山田正明 妹尾千知
吉村知之

平成21年度 上条八掛｜江
小山田正明

阿部信夫 熊井由布子
吉村知之

照沼朗男
佐藤盛男 水摩志昌

平成22年度 上条八洲江
吉田宜保

阿部信夫 津畠京子
小山田正明

照沼朗男
佐藤盛男 沼宮内陽子

平成23年度 ヒ条八洲江
吉田宣保

阿部信夫 津畠京子
蓮田弘

照沼朗男
佐藤盛男 梅原弘子

平成24年度 佐藤盛男
上条八洲江

蓮田弘 沼宮内陽子
金田次雄

照沼朗男
浬畠京子 高杉則子

平成25年度 佐藤盛男
上条八洲江

蓮田弘 高橋美智子
金田次雄

照沼朗男
j撃畠京子 両杉則子

平成26年度 津畠京子
上条八加｜江

蓮田弘 高橋美智子
＝浦昌俊

照沼朗男
吉田宣保 佐藤絹江

平成27年度 津畠京子
上条八洲江

蓮田弘 高橋美智子
佐藤盛男

照沼朗男
吉田宮保 小玉久仁子

( 2）地区幹事
舟石川｜ 石神 白方 村松 中丸 ・照沼

平成18年度

平成19年度 上条八洲江 照沼朗男 吉村知之 吉田宣保 小山田正明

平成20年度
正 上条八洲江 ．．．佐照沼藤盛朗J男男． 

士村知之 吉岡実イ是一 小山田正明Eコ
高lj 水摩志昌 梅津秀雄 江尻道子 妹尾千知

平成21年度
正 水摩志昌 長谷川孝 …梅津秀雄 ．二宣田宴保守 小山田正明
高lj 根本利江 大内洋治 熊井由布子 大内戴子 畦倉信子

平成22年度
正 梅原弘子 大内洋治 佐藤絹江 吉田宮保 金田次雄
高lj 金沢恵子 長谷川孝 沢畠京子 江尻道子 畦倉信子

平成23年度
正 萩野谷トサ子 小松田宰 佐藤絹江 吉田官保 金田次雄
高lj 同杉則子 加藤辰男 局橋美智子 林陽子 畦倉信子

平成24年度 正 」中杜ー担． 三木左雄匂E ー亘j賞美宜主 主旦宴億一一畦宮金本宣善王夫高lj大和田きく江 照沼朗男 安孫子利也 林陽子

平成25年度 正 中村均 三木；力雄 宏孫壬利也 吉田宣保 平野紀夫
高lj 小玉久仁子 宮島和俊 酒井久枝 林陽子 大津政江

平成26年度 正 小玉久仁子 宮島和俊 同一周宜主抜一」J主田五盟主 一三巴里主主主主一
高lj大和田きく江 平山圏建 小野瀬房子 林陽子 照沼三起子

平成27年度
正 稲田和子 平山園建 小野瀬房子 加藤啓子 照沼ニ起子
高lj 小室久美子 西村久雄 川崎敏美 林陽子 鎌田静子

( 3）研修委員

平成21年
照沼朗男 子守田官保 水摩志昌 妹尾千知

～22年度

平成23年
佐藤絹江 畦倉信子 安孫子利也 金田次雄

～24年度

平成25年
沼宮内陽子 梅原弘子 平野紀夫 加藤啓子

～26年度

平成27年
加藤啓子 佐藤嘉子 宮島和俊 楢本みよ子

～28年度
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会員リスト
（平成27年8月31日現在）

上条八洲江 秋葉 優子 小林久子

照沼朗男 大森里子 小室久美子

吉村知之 照沼三起子 大森千代子

吉田宣保 市 毛 八 郎 キ自 閑子

梅津秀雄 加藤 啓子 岡 崎 春 枝

佐藤盛男 川 上 文 子 菊池裕美子

上家好＝ 関 邦子 草野美代子

根本利江 三 木 力 雄 小 泉 博 美

佐藤絹江 大沢益子 佐 藤克 子

沢畠京子 名 村 澄 子 坪 井 悦 子

高橋美智子 楢本みよ子 寺門松恵

畦倉信子 橋本純子 仲田ふみ江

阿部信夫 宇都宮秀子 宮 下 福 子

鈴木綾子 大川輝代 山崎香代子

安孫子利也 阿部悪子 山本育代

沼宮内陽子 川崎ふじ江 小川まさ子

蓮田 ヲム 河野美智子 禁須愛子

塙久美子 久賀恵子 堀川多身子

梅原弘子 津野田博子 渡辺千恵子

金田次雄 東森すみ江

高杉則子 冨 永 春 江

宮本善夫 仲田真由美

大津政江 平 山 園 建

－浦昌俊 一浦悦子

川 崎敏美 箕 輪 雄 資

佐藤悪子 宮島和俊

林 陽子 宮 本 荘 一

平野紀夫 渡部新一郎

小玉久仁子 西 村 久 雄

阿部ちい子 鎌 田静 江 83名

酒井久枝 川崎みつ江 （休会者26名除く）

小野瀬房子 稲 田 和 子
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体操教室活動予定表

｜＼ 主 催 者 ・依 頼 フロ 体 操会場 回数と開催 日

東海村指導士会 なご み 4回／月 第 1～ 4月曜日

NPO法人楽楽茶の間関係

2 なご み 8回／月 毎週火・金曜日
ト一一ー一一一一一

3 舟石J11コミセン 6回／月 毎週火2・4金曜
トーーーーーーーー

4 豊白区集会所 3回／月 第 1・4金・2火曜
トーーーーーーーー

5 百塚区集会所 2回／月 第 1・3火曜日
トーーーー一一一

6 石神コミセン 2回／月 第 1金・3火曜日

一7 真崎コミセン l回／月 第 l火曜日
トーーー一一一一

8 楽楽茶 。コ 間 村松コミセン l回／月 第 2金曜日
←ーー一一一ー

9 白方コミセン l回／月 第 3金曜日
トーーー一一一一

10 外宿 2区集会所 l回／月 第 l金曜日

一11 内宿 1区集会所 l回／月 第 2火曜日

一12 豊岡区集会所 l回／月 第 2金曜日

一13 亀下区集会所 l回／月 第 3金曜日

14 白方区集会所 1回／月 第 4金曜日

高齢者センター・すみれ

15 高齢者センター 粋 大広間 2回／月 第 2・4木曜日

16 特別養護老人ホームすみれ すみれホーノレ 2回／月 第 2・4木曜日

地区社協関係

17 舟石川船場地区社協全区域 体操のみ 舟石川｜コミセン 2回／月 第 l・3金曜日

18 舟石川地区社協舟石川I1区 食事会 II 第 3水曜日年6～7回

19 II II サ ロ ン元気会 II l回／月 第 3木曜日

20 II 舟石Jll2区パールの会 舟石川12区集会所 第 4金曜日年8～9回

21 白方地区社協 白方区 食事会 白方コミセン 2回／月 第 2・4水曜日

22 II 亀下区 II 亀下区集会所 2回／月 第 2・4水曜日

23 II 岡 区 II 岡 区集会所 2回／月 第 2・4水曜日

24 II 村松北区 II 村松北区集会所 l回／月 第 2水曜日

25 II 豊白区 II 豊白区集会所 l回／月第4水曜日

26 真崎地区社協 真崎区 II 真崎コミセン 1回／月第 3水曜日

27 II 舟石川13区 II 舟石J11 3区集会所 1回／月第 3水曜日

28 石神地区社協 内宿 l区サロンかえで 内宿 l区集会所 1回／月 第 3金曜日

29 II 竹瓦区 食事会 竹瓦区集会所 1回／月 第 4水曜日

自治会関係

30 緑ケ丘区自治会 白梅会 緑ケ丘区集会所 l回／月 第 4火曜日

31 外宿 1区自治会 サロンひだまり 外宿 1区集会所 l回／隔月第4水曜日

上記の他、地区社協・自治会等の依頼により敬老会や研修会など年 1回の行事で活動予定あり。
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10周年記念誌編集実行委員会

委員長 佐藤盛男

副委員長 津 畠 京 子 吉 田 宣 保

委員（役員 ・新旧研修委員 ・新旧地区幹事）

編集後記

上条八洲江蓮田弘高橋美智子照沼朗男

加藤啓子平野紀夫 沼 宮 内 陽 子 梅 原 弘 子

佐藤悪子楢本みよ子宮島和俊小玉久仁子

酒井久枝稲田和子平山園建小野瀬房子

照沼三起子

平成26年7月に 10周年言己念誌の編集実行委員会を立ち上げ、以来10回の実行委員会を行い、ようや

く完成の運びとなりました。当初、内容をどのようなものにするか暗中模索の中、委員のみなさんの意見、

要望などをふまえ構想を練り上げつつ編集を積み重ねて参りました。

山田村長をはじめ、健康プラザ ・大田先生や行政の方々には、ご多忙のところ丁重なご祝辞を賜り、紙上

をお借りして厚く御礼申し上げます。

当初の方針で、あまりページ数は増やさない、カラーも最小限にするなどの制約があり、また、「活動のひ

とこまjの写真も残念ながら古き時代のものが少なく、どれを掲載するかで悩みました。数多くのデータや

写真など選び出すのは大変で、したが、委員のみなさんの協力と手作りにこだわり、編集して参りました。

「会員のひとこと」は会員全員に原稿をお願いしましたが、紙面の都合上応募くださった方だ、けの掲載と

なってしまいましたことをお詫びしますとともに、反省点は沢山ありますが、これも限られた予算の中で総

力をあげての結果ですので、ご理解し、ただき、ご容赦をお願いしたし、と思います。

われわれのリハビリ体操の実績は、おかげさまで順調に伸びてきておりますが、村内の高齢者の健康維持

のため、介護予防のために少しでも貢献できればとの会員全員の思いを実現すべく、これからも頑張って参

りたし、と考えております。

この記念誌が当指導士会として今後の活動の参考になれば幸いです。

平成27年9月吉日 佐藤盛男

10周年記念誌「10年の歩み」

平成27年 10月発行

発行東海村シルバーリハビリ体操指導士会

発行責任者沢畠京子

印刷所 いばらき印昂出朱式会社

表紙題字東海村シノレバーリハビリ体操指導士会金田次雄（祥石）氏
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東海村発足60周年記念

平成27年10月



シルバーリハビリ体操とは《

・いつでも どこでもひとりでも道具は使わずできる

・どんな姿勢でも・・・・立って椅子で座って寝てもできる

・日常動作に役立つ・・肩こり腰痛膝痛転倒誤畷予防

間関軍曹 田砂 ［主主些堅ζ生控室登~·
開璽理璽愚顎割問 ［長三製盤整言iii」

r 
いつで也、． 高齢者へのリハビリ体操3原則 とこをも、1 一度に無理して頑張りすぎないこと

2 良くなったからと言ってやめないこと ひとりでも
3 効果が現れなくともあきらめないで続けること l 
｜活動状況グラフ｜

181ミリ、

東海村シルバーリハビリ体操指導士会活動状況

1,600 

1,400 

1,200 

1,000 

800 
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200 。
H17 

目 指導士数（累計） I 6 

m 教室延開催回数I26 

－ 指導土参加延数I56 

HlS 

23 

141 

293 

H19 H20 H21 

41 52 73 

299 316 325 

693 789 798 

H22 H23 H24 H25 H26 

103 107 135 143 162 

409 372 457 469 526 

912 850 1,158 1,179 1,422 

ー← 住民参加延数 I 610 I 4,1321 s,1921s,163I7,63o 1 s,1131 s,012110,511110,s12112,569i 

私達のモットー

・楽しみながら体操する

・出来る範囲で 1歩1歩

・誘いあって気軽に参加

1 

14,000 

12,000 

10,000 
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事操教室でのひとこお

軽く息をはいて

思いきり吸って

ゆっくり、吐きながら

1 • 2・3・4・5仁 v') 

はい、楽にして下さい

！重望事王国

2 

県シルバーリハビリ
体操指導士 10周年記怠

フォーラム

利根町指導士会との交流会



体操教室活動予定表
＼ ＼＼  主 イ雀 者 ・依 頼 フE 体操会場 回数と開催 日

1 東海村指導土 会 なごみ 4回／月 第 1～ 4月曜日

NPO法 人楽楽茶 の 間関係

2 なごみ 8回／月 毎週火・金曜日

3 舟石川｜コミセン 6回／月 毎週火 2・4金曜

4 豊白区集会所 3回／月 第 1・4金 ・2火曜

5 百塚区集会所 2回／月 第 1・3火曜日

6 石神コミセン 2回／月 第 l金・3火曜日

7 真崎コミセン l回／月 第 l火曜日

8 村松コミセン l回／月 第 2金曜日

9 白方コミセン l回／月 第 3金曜日

10 楽楽茶の間 外宿 2区集会所 1回／月 第 1金曜日

11 内宿 l区集会所 l回／月 第 2火曜日

12 豊岡区集会所 l屈／月 第 2金曜日

13 亀下区集会所 l回／月 第 3金曜日

14 白方区集会所 l回／月 第 4金曜日

高齢者センター・すみれ

15 高齢者センター 粋大広間 2回／月 第 2・4木曜日

16 特別養護老人ホームすみれ すみれホール 2回／月 第 2・4木曜日

地 区社 協関係

17 舟石川船場地区社協全区域 体操のみ 舟石川｜コミセン 2回／月 第 1・3金曜日

18 舟石川地区社協舟石）I [ 1区 食事会 II 第 3水曜日年6～7回

19 II II サロン元気会 II 1回／月 第 3木曜日

20 II 舟石川12区パーノレの会 舟石川12区集会所 第 4金曜日年8～9回

21 白方地区社協 白方区 食事会 白方コミセン 2回／月 第 2・4水曜日

22 II 亀下区 II 亀下区集会所 2回／月 第 2・4水曜日

23 II 岡 区 II 岡 区集会所 2回／月 第 2・4水曜日

24 II 村松北区 II 村松北区集会所 1回／月 第 2水曜日

25 II 豊白区 II 豊白区集会所 1回／月第4水曜日

26 真崎地区社協 真崎区 II 真崎コミセン 1回／月第3水曜日

27 II 舟石川 3区 II 舟石）I [ 3区集会所 1回／月第 3水曜日

28 石神地区社協 内宿 1区サロンかえで 内宿 1区集会所 1回／月 第 3金曜日

29 II 竹瓦区 食事会 竹瓦区集会所 1回／月 第 4水曜日

自 冶会関係

30 緑ケ丘区自治会 白梅会 縁ヶ丘区集会所 1回／月 第 4火曜日

31 外宿 1区自治会 サロンひだまり 外宿 1区集会所 1回／隔月第4水曜日

上記の他、地区社協・自冶会等の依頼により敬老会や研修会など年1回の行事で活動予定あり

:-.:I. 

皆僚もご一緒にリハビリ体操をしてみませんか。

お待ちしております。

※連絡先

内向

－． 

学区名

連絡先
只
U

子

8

方
二
尽

3

白
一
畠
一

沢

2Q
U
 

つι

石神

佐藤盛男

283-1122 

舟石川 ｜照沼中 丸村松

上条八洲江 ｜ 吉田宣保

282-8540 I 282-2815 

健康寿命を

のばしましょうJ米

表紙題字東海村シルバーリハビリ体操指導士会金田次雄（祥石）氏
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