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シルバーリハビリ

体操の心得

シルバーリハビリという言葉には

「最期まで身体として人間らしくある」

という願いが込められています。

そのための体操であるシルバーリハビリ体操は

道具を使わず、いつでも、どこでも、

一人でも出来る体操です。

効果にかかわらず、気楽にゆっくりと

長く続けることが肝要です。
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10周年という活動の節目にあたって

石岡市シルバーリハビリ体操指導士会

会長 永井照男

平成 28年 4月で石岡市

シルバーリハビリ体操指導士

会は結成 10周年を迎えました。これは石岡市民の

皆様や行政・関係機関の皆様および会員をはじめ

多くの関係者のご支援・ご協力の賜物であり心から

お礼を申し上げます。

石岡市でのシルバーリハビリ体操指導士は平成

17年に誕生し、当時は石岡・八郷・小川・美野里・

玉里の 5地区の指導士 17名で指導士会を結成し

て広域での活動をしていましたが、平成 18年の市

町村合併に伴し 1石岡市シルバーリハビ、リ体操指導

士会が誕生しました。結成初年度の会員数は 10

名、教室数8か所（教室延開催数 92回）、住民参

加人数 1,882名、指導土の対応延人数 291名で

したが、現在では、会員 104名（平成 28年 8月）、

教室数58か所（教室延開催数 1,088回）、住民参

加人数 20,090名、指導士の対応延人数4,178 

名へと大きく発展しました。一番の要因は、会員指

導士による教室および参加者の拡大に向けた積

極的な努力の結果であり、第二は、行政、特に石

岡市地域包括支援センターや在宅介護支援セン

ターとの連携による教室・参加者増加へのPR、さ

らに石岡市社会福祉協議会の支援など、第三は

何と言ってもこれらの努力が市民に認められ「シル

ノfーリハピ、リ体操」つまり「介護予防の重要性」が認

識されてきたことと思います。

最近、市民参加者から聞こえる言葉は、「肩が上
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がるようになった」「足（脚）の動きが良くなったJ「体

が軽くなった」「教室に参加することが何より楽しみ」

など、私たちの活動が参加者の多くに大きな変化

をもたらしていることが実感できるようになりました。

このことは、大田先生が良くおっしゃる「世のため、

人のため、自分のため」の3ためになっていることの

証だと思います。

今、行政は平成 29年 4月を目標に市町村が中

心になって「要介護状態にならないために要支援

の段階から予防に努める」ための多様なサービス

提供ができるようにと介護予防・日常生活支援総

合事業の策定に取り組んでいますc私たち体操指

導士会にもこの事業への協力が期待されています。

ただ、私たちの指導士会はあくまでもボランティア

団体であることから、期待は理解しつつも行政との

密接な連携と相互理解の上にたってこの問題に対

処することが大切だと考えています。

幸い私たち指導士会は人生経験豊かで大変活

力のあるメンバーが揃っています。よく参加者から

は「指導士のみなさんは元気ですねjと言われます。

指導士の平均年齢も 70歳前後になりますが、これ

からも「介護予防体操jの普及・拡大に向けて先頭

に立って活動に取り組むものと確信しています。

最後になりますが、石岡市における「介護予防教

室jはまだ全域に開設しているわけではありません。

もっともっと自宅から歩いて行ける教室を開設しな

ければと思います。超高齢社会には私たちのよう

な指導士が多く必要です。現在の指導士が引き続

き活動を続けていただくことはもちろんで、すが、こ

れから 60歳代になられる多くの方々にも指導士に

なっていただき一緒に活動をしたいと思います。是

非多くの方の参加をお待ちしています。



シルバーリハビリ体操指導士会

10周年記念誌によせて

石岡市長 今泉文彦

このたび、石岡市シルバー

リノ＼ピリ体操指導士会が発足し10

周年を迎えましたことに、心からお慶

びを申し上げます。石岡市シルバーリハビリ体操指導

士会の皆様が、これまで、長きにわたりシノレバーリハビリ

体操の普及・推進を通して介護予防に貢献されたこと

に、深く敬意を表します。

さて、全国的に少子高齢化が進む中、本市において

も、市民の4人に1人が65歳以上の高齢者としち超高

齢社会となっています。本市では、少子高齢化に伴う

人口の自然成に合わせて、働く世代を中心とした人口

の社会減が生じています。このような傾向を直視して、

「誰もがし唱し1きと暮らし輝くまちいしおか」を達成

するため、人、歴史、自然などの地域資源を十分に活

用し、「ふるさと再生」を目指したプロジェクトを実行し

ております。

このプロジェクトのひとつとして、「生涯現役フ。ロジェ

クトJを掲げております。長寿社会の到来により高齢者

の人口比率が増加し続けていることから、高齢者がこ

れまで、の人生の中で、培ってきた豊かな知識や経験を、

地域社会の活性化につなげてし1くことが重要になると

し、う観点から、本市としては、趣味やスポーツ活動等、

体力に応じた社会参加の環境を整え、高齢者が様々

な活動を通じて、生涯にわたり現役で暮らせるまちづく

りを目指し、重点的に施策を進めていきたいと思って

おります。
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そのような中、石岡市シルバーリハピ、リ体操指導士会

はボランティアとして長年活動をし、王用主は100人を超

える指導士の皆様が58か所に及ぶ教室で、シルバーリ

ノ＼ヒV体操を指導していると伺っております。

また平成27年度には、 1088回の年間活動を行っ

ている中、指導士の皆様が参加した延人数が4,178 

人、体操に参加した市民の延人数が20,000人を超え

るとしづ非常に素晴らしい実績があります。指導士数も

参加する市民数も年々増加しており、介護予防の効果

も大いに期待されるものと思っております。

このような活動を永年にわたり行い、高齢者の健康づ

くりや介護予防に多大な貢献をされたことに対して、茨

城県から感謝状が贈られ、「知事賞」「保樹高儲日長賞」

「県立健康プラザ管理者賞」を受賞された方もし、らっし

ゃいます。

また、平成27年11月には本市が10周年記念、として

生涯現役フェスティパノレを開催した際にも、積極的に

ご協力をいただきました。

これからは、市民が自発的に行政へ参加することや

市民団体と行政が協働でまちづくりをしてしてことが重

要になると思います。

結びに、石岡市シルバーリハビ、リ体操指導士会がこ

の設立10周年を契機として、なお一層の発展を遂げま

すとともに、関係者の皆さまのご健勝を祈念由し上げ、

私の祝辞とさせていただきます。



挨拶

石岡市シルバーリハビ、リ体操

指導士会 10周年記念によせて

茨城県立健康プラザ管理者

大田仁史

10周年記念おめでとうございます。10年前の指

導士数は全県で1,000人足らずでした。その中で

も石岡市は44人の指導士が養成され活発な活動

を始めておりました。18年度の指導士会からの報

告を見てみますと、延開催教室数92回、延参加指

導士数291人、教室参加高齢者は延1,882人と

なっております。現在の数値と比べるとこの10年間

に指導士さんたちの活動の拡大は目を見張るばか

りです。現在教室数が58か所とし、うのも素晴らしい

と思います。

これらの指導士さんたちの活動が介護予防事業

として内外に高く評価され、今年は3年ぶりにJICA

から視察が来ることになりました。また昨年は「健康

寿命を延ばそうアワード」で自治体部門の優秀賞

をいただき茨城県は厚生労働大臣の表彰を受け

ております。

他府県でも同じ取組が行われるようになり、さらに

その勢いは高まる一方です。それは指導士さんた

ちが全県に平準化した体操を行い、レベルを落とさ

ないように研修を重ねてくだ、さったおかげで、す。

体操を指導する指導士さんたちが、市町村で会

を作り、それがブロック、全県の連合会へと繋がっ

てネットワークされている姿はどこの人たちに話し

ても驚かれるばかりです。このように市町村を越え

て会が構築されていることは素晴らしいことで、先

の鬼怒川の決壊による大洪水の折にも、避難場所

で指導士さんたちがし、ち早くかけつけ、また避難

所が閉鎖されるまで体操の指導に当たったことは、

厚生労働省やリハビリテーション関係団体から高い

評価をうけました。
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このように、体操を通して住民が繋がっていくことは

少子高齢社会を乗りきってし1くために絶対に必要

なことで、その意味で言えば茨城県はほんとうに強

い県になってきていると思います。

団塊世代がすべて後期高齢者になる2,025年

までに、私たちは高齢者対策に一定のめどをたて

なければなりません。それには、地域ケアシステム

の中に指導士さんたちの活動をしっかり位置づけ、

自治体やいろいろの団体と協力しながら訪問指導

や送迎、また要介護者への対応など新しい活動を

展開していくことです。そのために一層指導士の皆

さんには研鎖を積み重ねられ、国の魁になるような

活動を築きあげていただきたいと考えています。

茨城県のど真ん中にあり、また福祉活動の盛ん

なことで有名な石岡市の指導士会が、一層の活動

を展開し福祉で日本を引っ張ってして市になること

を願ってやみません。



挨拶

世のため・人のため・自分のため

石岡市社会福祉協議会

事務局長 仲川｜栄二

石岡市シルバーリハビリ体操指導士会発足、10

周年誠におめでとうございます。

指導士会の開催するシルバーリハピ、リ体操には、

年間約2万人の市民が参加をされているとのことで、

し1かにこの体操が市民に普及しているかがわかり

ます。これはひとえに指導士会の皆様の熱意が市

民の方に広くにイ云わっていることの証であります。

このように地域福祉の推進に積極的に活動をされ

ていますことに敬意と感謝を申し上げます。

当協議会には、 55のボランティア団体が登録を

されており、その活動は多岐にわたり、市民にとっ

てなくてはならない活動になっています。

ボランティア活動は、活動を通して人や地域社

会とつながることによって「やりがい」や「生きがいJ

を見出すことも大きな目的ではなし、かと思います。

前職に就いていた時にボ、ランティア活動を身近に

見る機会があり、感動を覚えた経験がありますので

紹介をしたいと思います。

私は、平成7年 1月17日に発生した阪神淡路大

震災の際、被災者の救援活動等に約1か月間神

戸市内に出動をした経験があります。

地震は人口密集地における都市直下型で、あっ

たため、神戸市内はまるで映画で見る空襲を受け

た街のように家屋が火災や倒壊で壊滅し、ビ、ルも

傾いていました。また市内の至る所で電柱が倒れ、

瓦礁が散乱して交通を遮断していました。

すでに被災者に対する食料や水の供給等の救

援活動は行政の手によって始まっていました。しか

し市街全域が壊滅的な被害のため行政の支援も

必ずしも地域の隅々までは行き届いていないの
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ではなし、かと思われました。

そこで私達が見た光景は、六甲おろしの吹く厳

寒の公園で長蛇の列の被災者に暖かい食事や毛

布などを提供しているボランティアの人達の姿で、し

た。老若男女のボランティアが全国から駆け付け、

悩み苦しむ被災者に暖かい手を差し伸べる光景

が各所に見られました。行政や警察、自衛隊の行

う支援だけでは行き届かない面への、まさにかゆい

所に手が届く支援でした。もし、このようなボランテ

ィアの支援がなければ、被災地の復興、特に精神

面でのダメージからの立ち直りは大幅に遅れたの

ではなし、かと思います。このようにボランティアの活

動は、災害時はもとより地域福祉の向上のためにも

今や必要不可欠なものとなっています。

シルバーリハビリ体操指導士会の活動は、高齢

者の健康づくり、生きがし1づくり、ひいては介護予

防とまさに現在の日本が直面する超高齢化社会の

中で、極めて重要な役割を担っております。

どうかシノレバーリハピ、リ体操指導士会員の皆様

も「世のため・人のため・自分のため」に無理をせ

ず、楽しくそして健康で息の長いボ、ランティア活動

を推進されますことを祈念いたします。



挨拶

創立10周年～更なる発展へ

石岡市シルバーリハビリ体操

指導士会顧問 大津勝子

平成17年 5月スタートのシルバーリハビリ体

操事業も早や 11年余が経過し、この度石岡

市シルバーリハビリ体操指導士会は平成の

大合併等々粁余曲折を経乍らも、節目とな

る10周年を迎えることが出来ました。

これも偏に本体操の発案者健康プラザ管

理者大田先生始め行政サイドや先進地指導

土からの支援と助言、教室に参加して下さる

皆さんの励まし、そして本会指導士仲間によ

る熱意と努力の賜と深く感謝しております。

さて、振り返ってみますと平成 16年度百

人委員会講演会で、「これから訪れる超高齢

社会への対応は、高齢者自らが資源となる

こと、そしてその一つの手段としてシルバー

リノ＼ビ、リ体操の普及活動を」との大田先生の

熱い講話拝聴が本事業へ関わるきっかけと

なり、その場で仲間たちと受講申し込みをと

なりました。そして3級養成講習会(lo日間）

が愈々スタートし、大田先生自ら先に立って

講義も体操実技も進められ、時には受講生

45名に疲れ取りと称されて“金魚体操”をし

て下さるなどエネノレギッシュで温かいお人柄

にみな魅了され、お陰様で初めての会立ち

上げに関わる立場の者同志としての粋が深

まり、同期会も作られ、折に触れ何かと助け

られてまいりました。

平成 17年 7月、近隣の小川、美野里、玉

里、八郷、石岡の 3級指導士 11名が一つの

会組織となり、各市町村・保健センターの協

力を得ながら輪番制会場での勉強会を実施

し、石岡市公民館（中央・府中・東・城南）で

の九、きし吃へ／レス体操講座jが普及活動の

スタートでした。

しかし、平成 18年 4月、市町村合併問題

や指導士増に伴い各自治体毎の会設立が

望まれ、県南地区指導士会同様に本会も今

迄の会を解散、石岡市のみの指導士 10名

での再スタートとなりました。ボ連協やシニア
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パンクにも加入して会員活動の安全補償を

図ると共に他のボランティアとの共同活動に

よる老人施設や地区老人会等へのシルリハ

出前教室を広げる等いろいろ取り組んでま

いりました。その中で益々高齢化・孤立化が

懸念されるこれからこそ進めていきたいのが

家事援助ボランティアと一対となり、 一人で

外出できない方々（高齢者以外も含む）への

在宅訪問体操指導です。

その為にも、会員一同が研績を深めて行

政と共に、この事業を力強く推進し、本会が

一一願ってでて。 ”

10周年を祝して

石岡市シノレバーリハビリ体操

指導士会顧問 矢代克巳

石岡市指導士会10周年おめでとう

ございます。

そして石岡市シルバーリハビ、リ体操指導士

会を立ち上げ、展開させた先輩の方々の

並々ならぬご苦労、熱意に敬意を表します。

指導士会の10年にはいろいろな事があった

と思います。しかし会員各位の努力、行政及

び関係各位のご協力により一歩一歩前進し、

石岡市の介護予防事業に大いに貢献して

いると思います。

この体操は、世のため、人のため、自分の

ためにと言われております。私も一人の指導

士として自分のための要素が高いですが、こ

れからも深く係わって行きます。各会場で参

加者と雑談し、体を動かしますと気分も良く

なります。自分自身の健康維持の一つにも

なっています。

指導士会も指導士が100名を超えました。

人は十人十色と言われます。立場の違いで

見方、考え方が異なります。何かあったらじ

つくりと話の場を設けて、活動が楽しくなるよ

う、より良い進め方を選択すれば良いかと思

います。

今後も会員皆様のご健勝、指導士会のさ

らなる発展をご祈念申し上げます。



年度

Hl7年度

(2005年）

Hl8年度

(2006年）

Hl9年度

(2007年）

(2008年）

H20年度

(2008年）

H21年度

(2009年）

(2010年）

H22年度

(2010年）

月 内 容

6月 石岡にて3級指導士誕生 (1名）

7月 「県南地域シルバーリハビリ体操指導士会」設立に参加

「石岡・八郷・小川・美野里・玉里地区シルバーリハビリ体操指導士会」設立

( 3級指導士 17名）

石岡市における体操教室「杉並コミュニティセンター」第1号開設

11月 2級指導士誕生 (1名）

1 2月 在宅介護支援センター「高齢者運動指導事業」での体操指導実施

4月 市町村合併により「石岡・八郷・小川｜・美野里・玉型地区シルバーリハビリ体操

指導士会」を解散

4/1「石岡シルバーリハビリ体操指導士会」を発足スタート (10名）

5月 石岡市ボランティア連絡協議会加入

普通救命講習会参加（ 8名）以後毎年参加

9月 平成 17年度修了3級指導士（全県35 9名）フォローアップ研修会参加

1 1月 ボ連協事業「ボランティア祭り」参加協力（以後毎年参加協力）

社会福祉協議会事業「三世代交流会」に協力（以後毎年協力）

4月 平成 19年度総会開催（ 3 3名）

5月 シルバーリハビリ体操指導士市町村代表者会議出席

7月 県新規事業「元気シニアパンク事業」に加入登録

8月 県南地域シルバーリハビリ体操指導士協議会研修交流会に参加

1 0月 ボ連協研修事業「茨城県障害者福祉大会」参加

場所

茨城県立健康プラザ

牛久市保健センター

杉並コミュニティセンター

茨城県立健康プラザ

各地区公民館

石岡消防本部

茨城県庁

ひまわりの館

石岡市民会館

石岡保健センター

茨城県立健康プラザ

茨城県立健康プラザ

美浦村公民館

竜ヶ崎文化会館

1 1月 「ねんりんピック茨城」開会式指導士30 0人体操デモに参加（石岡 14名） 笠松運動公園

3月 ボ連協研修事業「ボランティア活動実践者研究集会」に参加（以後毎年参加） 県民文化センター

4月 平成20年度総会開催（ 2 7名） 石岡保健センター

6月 プラザスタップによる指導士フォローアップ研修兼体操教室視察指導 中央公民館・ひまわりの館

7月 県老人会連合会「シルバーリハビリ体操普及講習会」（大田先生講演）に参加 つくばみらい市きらくやま

1 2月体操指導士会代表者会議・フォローアップ研修会 茨城県立健康プラザ

社協ミニサロン形式を採用した体操教室開設

4月 平成21年度総会開催（ 3 1名）

本年度より研修委員制度（任期2年）がスタート（ 4名）

5月 県南地域シルバーリハビリ体操指導士会第1回交流会参加

8月 第1回研修委員会議に出席

シルバーリハビリ体操先進地との交流・研修会

1 0月 「小美玉市シルバーリハビリ体操大田先生講演会」に参加

1 1月 県南地域シルバーリハビリ体操指導士会第2回交流会に参加

竜の口コミュニティセンター

ひまわりの館

つくば市桜健康センター

茨城県立健康プラザ

城里・県央地区

小川町文化センター

守谷市役所

1月 茨城県シルバーリハビリ体操指導士会設立総会（県内参加者約30 0人） 茨城県立健康プラザ

3月 県南地域シルバーリハビリ体操指導士協議会設立大会参加（石岡20名） つくば市民ホール盛虫庁舎

4月 平成22年度総会開催（ 3 9名） ひまわりの館

「シルバーリハビリ体操指導士養成3' 0 0 0人記念講演会」出席（石岡7名） 茨城県庁
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轟髄

(2011年）

H23年度
(2011年）

(2012年）

H24年度
(2012年）

(2013年）

H25年度
(2013年）

(2014年）

H26年度
(2014年）

9月
3市合同（石岡市・土浦市・かすみがうら市）実技研修交流会出席（石岡28名）

ひまわりの館
以後毎年他市町村と交流実施

1 1月

2月

「県シルバーリハビリ体操指導士会フォーラム 20 1 0 Jに参加（石岡 10名）

石岡市包括支援センター主催
ひまわりの館開館 10周年記念「介護予防大作戦」に参加（ 1 7名）

NHK文化センター主催 市民健康講座に参加（ 1 0名）

笠間市友部公民館

ひまわりの館

県民文化センター

4月 平成23年度総会開催（4 2名） ひまわりの館

石岡市による介護支援ボランティア制度実施（実績評価ポイント転換交付金制度）

5月 県南地域シルバーリハビリ体操指導士会23年度総会出席

包括支援センター主催
7月 健康教室への参加I（住民参加者25 0～3 0 0名参加）

2月

4月

大田仁史先生による講演、体操内容の紹介、実技指導（ 2 0名）

県南地域指導士会研修会の開催（ 1 4市町村40 0名予定）（石岡23名）

県域組織でのフォーラム参加（ 7名）

社協主催 海外ボランティア活動研修会 (10名）

平成24年度総会開催（ 3 3名）

4月各種委員・コミュニケーション担当委員選出（ 4名）

石岡市 ボランティアポイント制度への加入（社協）

7月 つくばの竜巻被害に対する被災者への支援（募金）協力

7月定例会後指導士会コミュニケーション懇親会（初回） (32名）

9月 石岡市としての初めての 1級指導士誕生（ 4名）

1月

2月

4月

5月

7月

石岡での 1級指導士によるシルバーリハビリ体操指導士3級養成講習が始まる
1 0 7コース（ 3 0名終了 20名入会）

大田仁史先生による体操普及講習会・講演と実技（ 3 2名）

指導士5' 0 0 0人突破記念講演会への参加（石岡5名）

県南地域フォーラムへの参加（ 2 7名）

指導士会2月定例会と新年会開催（ 3 2名）

平成25年度総会開催（ 4 8名）

ひまわりの館での常設体操教室を開設（毎週火・水・金 13:30～15 : 15) 

石岡市シルバーリハビリ体操マニュアル初版発行

石岡市におけるシルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会 11 3コース
(1 7名終了 13名入会）

石岡市地域福祉講演会「地域の社会力が地域の福祉を高める」（ 1 6名）

土浦ふれあいセンターながみね

中央公民館

守谷市中央公民館

東海村文化センター

ひまわりの館

ひまわりの館

のぞみ

ひまわりの館

ひまわりの館

茨城県庁

稲敷市あずま生涯学習センター

のぞみ

ひまわりの館

ひまわりの館

ひまわりの館

ひまわりの館9月

1 0月

1月

4月

県域指導士会20 1 3フォーラム参加者約2' 0 0 0名（石岡42名） 笠松運動公園体育館

指導士会としての新年会（ 3 6名） レストラントレタ

平成26年度総会開催（ 8 0名） ひまわりの館

石岡市社協による「いきいきミニサロン助成事業」の実施に伴い、より地域に密
着した住民主体の場で体操指導ができるようになる

各種運営委員の選出

（コミュニケーション担当委員4名・広報PR担当委員4名）
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5月 「生涯現役プラチナ応援事業Jスタート ひまわりの館

6月 ボ連協事業「介護実技研修会」への参加（ 5名）

7月 ボ連協事業会員視察研修（被災地視察） ( 4名） 福島県いわき市

石岡市におけるシルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会 12 7コース
ひまわりの館

( 1 4名終了 9名入会）

8月 県南協議会夏期交流会参加（石岡 11名） つくば市役所

指導士会夏期交流懇親会バーベキュー大会（ 3 4名） つくばねオートキャンプ場

1 0月 予防医学事業推進全国大会への参加 (10名） 県民文化センター

(2015年）
1 1月 広報「わ」創刊号の発行

1月 指導士会新年会（ 4 7名） IGMゴルアクラブやさと山岡コース

H27年度 4月 平成27年度総会開催（プラチナポイント制導入） ひまわりの館
(2015年）

石岡市による「介護支援ボランティア制度」が廃止

広報「わ」第2号発行

5月
県域協議会総会（感謝状贈呈式と総会）県知事賞（ 2名）保健福枇部長賞（ 6名）

茨城県立健康プラザ
健康プラザ管理者賞（ 3名）

8月 指導士会夏期交流懇親会（バーベキュー大会） ( 5 2名） つくばねオートキャンプ場

石岡市におけるシルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会 14 1コース
ひまわりの館

( 1 2名終了 9名入会）

定例会にて理学療法士による講習会 ひまわりの館

9月
常総市水害被害支援石岡市ボ連協（指導士5名）

つくば豊里交流センター
常総市水害被害避難施設での体操指導実施

1 0月 広報「わ」第3号発行

(2016年） 1 1月 県南協議会 10周年記念フォーラムへの参加（石岡48名） つくばr!I立市民ホールくきざき

1月 指導士会懇親会「 10周年記念行事J千葉房総日帰りパス旅行（ 4 2名）

9 



｜ データーで見る 10年（石岡市の活動の軌跡） 」
・指導士会員数と体操教室数の推移
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・体操教室数への住民参加者数と指導士参加人数の推移
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！役員・研修委員等の変遷 ｜ 

年度 H17年度
H18年度

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
H28・29

（発足） 年度

会長 大津勝子 大津勝子 大津勝子 高野 大津勝子 矢代克巳 矢代克己 矢 代 克 巳 矢代克巳 矢代克巳 永井照男 永井照男

鈴木道男 中村峯ニ 宇田雅嘉 宇田雅嘉 比企和夫 永井照男 永井照男 永井照男 永井照男 永井照男 木村美枝子 木村美枝子

副会長
小原功志 板場洋子 矢代克巳 矢代克巳 木村美枝子 木村美枝子 木村美枝子 木村美枝子 木村美枝子 大岡芳子 大岡芳子

三宅博子 小林千恵子 小林千恵子 大岡芳子 島田秀樹 島田秀樹

島田秀樹 志田 昇

会計 太田良子 太田良子 高野 米原君子 米原君子 米原君子 米原君子 米 原 君 子 米原君子 平津紀美恵 平津紀美恵 平j畢紀美恵

書記 中村峯ニ 矢代克巳 小田倉ふく 栃本恵子

監事
大岡芳子 大岡芳子 下代悠香子 下代悠香子 大岡芳子 大岡芳子 大岡芳子 大 岡 芳 子 大岡芳子 米原君子 米原君子 米原君子

小松羽奈子 小松羽奈子 小田倉ふく 渡遺智恵子 青山政贋 比企和夫 比企和夫 田端悦子 田端悦子 田端悦子 田端悦子 皆 藤 弘 寿

木村正樹 木村正樹 比企和夫 比 企 和 夫 比企和夫 比企和夫 武井元子 山田礼子

大津勝子 大津勝子 比企 弘 比企 弘 比企 弘 比企 弘 白幡 ；~）！ 川崎 ＝昌二

研修委員
’ロ

矢代克巳 矢代克巳 小田倉ふく 小田倉ふく 武井元子 武井元子 山田礼子 小田央子

松崎マチ江 永井照男 高野 白幡 ~F>! 白幡 淑 川崎浩 小野原敏三

大 津 勝 子 大津勝子 大津勝子 大津勝子 大津勝子

1級指導士
比 企 和 夫 比企和夫 比企和夫 比企和夫 比企和夫

比企 弘 比企 弘 比企 弘 比企 弘 比企 弘

矢代克巳 矢代克巳 矢代克己 矢代克巳 矢代克巳

県連合会役員

副会長 永井照男

事務局長 永井照男

県南地域役員

副会長 大津勝子

監事 大津勝子 大津勝子 大津勝子 矢代克巳

幹事 矢代克巳 矢代克巳 永井照男
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体操教室一覧 ｜ 

教室名および開催場所 教室の住所（石岡市） 開催日 時間（H)

東地区公民館 東石岡4-6-24 第2・4（水） 1H 

サ 口 ;./ 、 じ の ~ 

2 
Z三

若松3-1-32 第2・4（水） 1. 5H 
尼寺ヶ原公民館

3 恋瀬地区公民館 小見827-1 第1・3（木） 1. 5H 

4 五会地区多目的研修センター 五谷430ー1 第1（木） 1H 

5 園部地区コミュニティセンター 真家1921 第2・4（木） 1H 

6 大増多目的センター 大増3606
4回／年

1H 
（日にちで設定）

7 
ゆ つ ゆ つ ク フ ブ

国府5ー7-1 第 1(金） 1. 5H 
国府地区公民館

8 
ゆ つ ゆ つ ク フ ブ

総社1-7-7 7日基本 1. 5H 
元真地ふれあいの家

9 員地地区公民館 貝地2-6ー14 第2・4（火） 1H 

10 城南地区公民館 ＝キサ7109 第2・4（土） 1H 

11 南台コミュニティセンター 南台2ー23-1 第1・3（火） 1. 5H 

12 ばらき台団地公民館 茨城2-6-27 第2・4（水） 1H 

13 高浜公民館 高浜794-1 第2・4（火） 1H 

14 
井 関 楽 寿 」3』::;; 

井関37ー1
4回／年

1H 
関川地区ふれあいセンター （日にちで設定）

15 月間ふるさとコミュニティセンター 月間880-6 第2・4（火） 1H 

16 上曽公民館 上曽2209-1 第1・3（月） 1H 

17 
小 幡 地区リハビリ体操教室

小幡850-2 第2・4（木） 1H 
小幡会館

18 北の内農村集落センター 上曽266 第2・4（金） 1H 

19 
お しゃべりサロン

半田411 第2（水） 1H 
半田農村集落センター

20 府中地区公民館 府中5-5-17 第4（金） 1H 

21 石岡保健センター 杉並2-1ー1 第1・3（月） 1 5H 

22 八郷保健センター 柿岡2750
2回／月

1. 5H 
（日にちで設定）

23 
いきいき杉並クラブ

杉並2ー1ー1 第2・4（月） 2H 
杉並コミニュティセンター

24 
泉 ク フ ブ

杉並2-1-1 第2・4（木） 2H 
杉並コミニュティセンター

25 上林公民館 上林748 第1（金） 1H 

26 東光台ぬくもりの家 東光台1-2-37 第3・4（月） 1H 

27 六軒東ふれあいセンター 東光台5-5-6 第2・4（木） 1H 

28 東光台ほほえみサロン 東光台2-6-25 第3（火） 1. 5H 

29 東町ふれあいの家 石岡14011-3 第1・3（水） 1H 
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｜体操操教室一覧 ｜ 
ゐ品ぃ

教室名および開催場所 教室の住所（石岡市） 開催日 時間（H)

30 
山 口ふれあいの家

国府2-3-27 第2・4（月） 1H 
金丸鈴の宮

31 四 ツ葉 矢 ロ 教 主..... 『 府中2ー1ー31 第2・4（水） 1H 

32 林地区公民館 下林862ー1 第4（金） 1H 

な で し 一 ク フ ブ
33 

、ー
小屋1500 第4（月） 1H 

小屋ふるさとコミュ二子ィセンター

34 
竜 の 口 7C 気 体 操

下林3306-2 第2・4（月） 1. 5H 
竜の口コミュニティセンター

35 
根小屋ミニサロン

根小屋1666 第1（金） 1H 
根小屋公民館

36 
朝日リハビリ体操サロン

柴内650-1 第1・3（火） 1H 
柴内公民館

37 前島公民館 上林1342 第2（金） 1H 

38 下宿公民館 柿岡2273-6 第2（金） 1H 

39 
東府中おしゃべり体操

東府中16-13523-.1 第1・3（木） 1H 
出し山区集落センター

40 
キサ 上 フE 気 体 操 」ヨ』玄

村上466-2 第2・4（木） 1H 
村上農村集落センター

41 
守 横 中 央 ク フ ブ

国府4-2-24 第2・4（土） 1H 
守横ふれあいの家

42 
旭町いきいきミニサロン

柿岡3415-8 第4（木） 1H 
旭町コミュニティセンタ－

43 
東宝ランドゆりの会

東成井78-17 第1（水） 1. 5H 
トーホーランド集会所

44 び兵ょう 崎ざき 獅し
し

丸 東石岡2ー7ー3 第3（月） 1H 子

45 小桜地区公民館 川文746 第1・3（火） 1H 

46 コープサロンたんぽぽ 東石岡4-6-18 第2（火） 1H 

47 染谷農村集落センター 染谷1095 第3（木） 1H 

48 ひまわりの館 大砂10527-6 火.7jく・金 1. 5H 

49 老健ゅうゅう 大砂10528-14 第1・3（月） 1. 5H 

50 特養やさと 小倉442-1 第3（金） 1H 

51 特養れもん 下林3346-1 第2・4（水） 1H 

52 GH石岡山吹の里 月岡1582-22 第2（月） 1H 

53 GH石岡青柳 下青柳948ー2 第2（木） 1H 

54 慈翠館 半ノ木11461 第3（木） 1H 

55 有料老人ホームロイヤル（新館） 石岡13920 第2・4（木） 1H 

56 有料老人ホームロイヤル（本館） 石岡13446ー10 第4（木） 1H 

57 デイサービスやまざき 山崎3114-2
1回／月

1H 
（日にちで設定）

58 テ、イサービスハートピア石岡 根当10883ー3
1回／月（土）

1H 
（日にちで設定）
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指導士の思い出

微力ながらも普及に参加

石川｜洋司

私が指導士になろうと，思った経緯。体力の衰え

を感じていたとき、「石岡広報jを見ました。

自分たちの健康の維持と向上に役立つと考え、

家内と共に、平成24年度、 3級 107コースを修了

しました。ボランティア活動で、あることも、意に叶っ

ていました。

体操指導での想い出・エピソード。いざ、体操

指導となると、息の詰まるような感覚になり、号令

が後方までよく届かない。参加者の方々の動向

がつかめない。手順を間違える。等々。もちろん、

参加者とのコミュニケーションもしつくりしない。落

ち込んでいる時、幾度となく先輩の指導士にアド

バイスを頂きました。これからも微力ですが、普及

に参加したいと願っています。

シルリハ体操に感謝

驚藤 千 佐 子

「ゆっくりで、身体に負担の少ない体操」と友人に

誘われ半信半疑、ひまわりの館の体操に参加し

たことがシノレバーリハビリ体操との出会いです。

数か月後、膝の違和感が薄れ、動きが楽になり、

身体の箇所箇所にも良い変化を覚え、まさに「継

続は力なりjを実感しました。

そして、指導士の助言を頂き、 3級を受講し現

在に至っています。

その問、教育、指導をしてくだ、さった先輩指導

士の方々、共に勉強した仲間、体操に賛同し参

加してくださる方々の輸の中で、はぐくまれてきま

した。未だに、 一喜一憂しながらの体操指導です。

目標とする指導士の方々の背中を追いながら研

金賛していきたいと思います。
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体操指導士になって

舘林秀子

私は、体操指導士になって3年目になります。

当時、広報で体操指導士養成講座を知りました。

地元石岡で受講でき、何より自分も含め周りの

方々と楽しく健康作りが出来ればと指導士を目

指しました。指導士になり、会場でお会いする参

加者の皆さんと笑顔を交わし、声を掛け合いなが

ら身体を動かすことは、日々の大事なリフレッシュ

になります。回を重ねていくうち、参加者の皆さん

から「よかったよ」の言葉を頂き、自信へとつなが

りました。

これからも、明るく楽しく、大きな声で地域の皆

さんの笑顔と健康づくりのお手伝いを一生懸命

にやっていきたいと思います。

シルバーリハビリ体操と私

武井元子

早いもので私が指導士になって7年もの歳月が

経ちました。

市の広報を見て、軽い気持ちで、水戸の健康プ

ラザに通いましたが、そこで介護予防、健康寿命、

長寿社会等々の高齢化における問題を身近に

勉強することになりました。

幸いなことに、現在の石岡の活動場所は会員

の皆さん方の熱意と努力に支えられ、高齢者の

方々の健康維持や介護予防に対する関心が高

まり、受講者が増えております。また行政の理解

と協力もあり、 10年前の発足当時の先輩方のご

苦労を思うと嬉しい限りです。

私も高齢者の一人として心身ともに健康で過ご

せるように頑張ります。
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シルバーリハビリ体操と出合って

谷島朋子

私の父は脳梗塞で、左半身マヒになりました。父

の介護を終えて、大田先生の講演会に参加する

機会があり、シルバーリハビリ体操を知りました。

市報で石岡市の講座を目にして受講しました。

学んだ事を忘れないためにも繰り返し行うことが

必要ですが、毎日 一人で体操を続ける事は困難

です。

そこで指導士会に入会しました。仲間や参加

者の皆様と体操がしたかったので、す。ところが入

会すれば壇上に立ちます。壇上に立つ責任は

重く、毎回冷や汗ですが、自分で覚えていること

の確認にもなり勉強になります。指導士会の皆さ

んに助けて頂き、参加者の皆様から元気を頂き

ながら、楽しく活動させて頂いております。

赤い紐に思うこと ー ＼ノ
藤岡俊昭 ’、凶

指導士になり、現在年問、 130日くらい各会場

で、指導を行っています。色々と思い出に残ること

があります。

ある会場で一人の老婦人が近寄ってきて、握

手をしてくれと私の手を取り言いました。「温かい

なあ、若い男の人の手を握ったのは何年振りか

な」と、なかなか手を離してくれなかったので、す。

又ある会場では、右手首に赤い組を結んだ御

婦人がおり、何ですかと聞いてみると脳梗塞で倒

れ、右半身に後遺症が残ったとのこと。右手を動

かす時は、この紐を左手で、つかんで、動かすんだ、

よと嫁さんが結んでくれたそうです。嫁さんも姑が

元気になるようにと会場に送り出し、姑も元気に

なろうと体操に進んで来る。

私たち指導土もこの姑さんのように元気になろ

うとしづ人達が沢山来られるような会場にしなけれ

ばいけないなと常に自分に言い聞かせているとこ

ろです。
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シルバーリハピ、リ体操に関わってみて

小野原敏三

私とシルバーリハビリ体操の関わりは、市報の3

級指導士募集を知り応募。6日間の研修を受け

指導士としてスタート。最初の指導は、緊張のあ

まり自分のことで精いっぱいで、頭が真っ白になり

ました。指導を重ね、参加者の体調等が分かるよ

うになりました。高齢の方が生き生きと体操をする

様子に大いに元気を貰っています。首を怪我し

神経麻庫になった方は、 5年間のリハビ、リにより

大部分は回復したそうです。また正座が出来な

かった方は、体操に参加することでできるようにな

り、 3級指導士の資格まで習得されました。

今後は超高齢化社会を迎え、健康寿命をいか

に延ばすかが課題で、体操の重要性に施設等

の指導要請が見込まれます。対策として会員の

拡充、指導方法の平準化等が求められます。

リノ、ピリ体操に感謝

異家千枝子

シルバーリハビリ体操指導士として1年が経ち

ました。リハビリ体操との出会いは2年前、肩腿板

断裂の手術をし、 2か月の入院、退院後5か月の

リノ、ピリ治療中の時です。市報の中に指導士募

集のチラシを目にし、どうしても元の体になりたく

てリハビリ体操に興味を持ち、受講しました。

昨年10月、ひまわりの館で指導士としての第

一歩を踏みました。最初の頃は、人前での指導

はあがってしまい、自分の思っているようには上

手くし、かず、このまま続けて行けるのかとても不

安でした。しかし、先輩の方々から「最初はだれ

でもそうなのよ！ Jと励ましてくださり、今は慣れて

きております。

お陰様で、リハビリ体操をすることによって、肩

の状態、もよくなり、やって良かったとただ感謝の

気持ちでいっぱいです。



指導士の思い出

~ m ; f3 nG戸J.Pm 5.FJn G ti rfl /> ~ m .P n& n G rfl /> .Pm tnn G. rfl /> 

原点回帰

比 企 和 夫

10周年記念行事に参加できる感激と感謝の中

で、これまで、を静かに振り返ってみた。

2008年5月の初仕事は保健センターで、高野

会長他6人の例会で始まり、その後の「ゅうゅう」

の黒木様との面会で同所の体操が決定した。

いきいきヘルス体操は、 30年以上前に大田先

生が考案された唯一の基本形があり、これが活

動の原点である。それが健常者の介護予防体操

になった途端、どちらでもいい、何回でもいいとな

り形がバラバラになってきている。と同時にこの体

操の底流にある、人を思いやる心が置き去りにさ

れているように感じられて淋しい。

この体操の生まれた背景を想い、来て頂く人々

の心に触れるこの体操の基本形を不器用に守っ

て、今日 一日を精一杯生きたい。

出会い

武川幸江
覇権

「置かれた場所で咲きなさしリわたしの好きな言

葉です。30余年の勤務を終え、退職の日を無事

に迎えることができ安堵した反面、明日から何を

したらよいのかと考えているときに出会ったのが

シルバーリハピ、リ体操です。

活動を始めて2年。参加者の方々の前での体

操指導は、目分の未熟さを痛感する日々です。

しかし、優しく声をかけていただき、温かく会に迎

えてくださった諸先輩の皆様に支えられながら、

いま精一杯やっています。感謝の気持ちで、いっ

ぱいです。

小さな芽が出たばかりですが、これからは焦ら

ず、気負わず、気長にどんな花が咲くか楽しみに

しながら過ごしていきたいと思います。
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指導士として思うこと

皆藤弘寿

指導士になろうと思った動機は、健康診断の

結果の高数値をいかに下げられるか、より長生き

したいとしづ欲求、そこから健康でありたいと願う

気持ちからでした。そして現在、指導士養成講座

の時の同期のメンバー（107会）とのコミュニケー

ションを続けたいと思うことが活動の源になってい

ます。また、体操参加者の方々の元気な姿を見、

笑声を聴いて、体操指導の効果や向上につなげ

ていきたいと思いますし、高齢化が進む中、介護

予防への対応や健康寿命の延伸を担うしっかり

とした指導士でありたいと思っています。

地域の高齢者のために

園谷浩子

シルバーリハビリ体操指導士を知ったのは広報

誌からでした。希望したのは両親が80歳を過ぎ

ているので体操を覚えて、いつまで、も元気でいて

ほしいと思ったことがきっかけで、した。そして指導

士として学んでいくうちに、地域の高齢者の方々

に体操を通じて健康で暮らしてほしいと思うように

なりました。人前で体操をしてみてドキドキ不安で

したが、ある時高齢者の方の「体操のおかげで転

ばなくなったのよJとしづ言葉を聞いて、私自身役

に立ったような励まされた思いでした。

これからも地域の方々に元気で過ごしてもらう

ため、シノレバーリハビリ体操を広めて行きたいと

思います。
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思い出

土井政子

私が体操を始めたきっかけは、ぎ、っくり腰やヒザ

の痛みがあり、階段の上り下りや正座ができなか

ったことからです。

そんな時に、広報誌に指導士募集の記事があ

り、すぐに応募しました。ちょうど、東日本大震災の

後で、健康プラザも天井が落ち、エアコンも使用

不可の被害を受け、いくつかのコースが中止に

なりました。私は5月から6月の時期で、 ドアや窓

は全開、扇風機と蚊取り器で対応、うちわを持つ

ての受講でした。

参加者は皆熱心で、記念写真を見るとその時

の熱い体操受講を懐かしく思い出します。

現在は各公民館の参加者も大変熱心で、私も

微力ながら係われることをうれしく思います。

指導士へのきっかけ

山口智子

ある日突然足が動かなくなり、歩く事も階段の

昇り降りもできなくなり、とても不自由な生活を強

いられる事になりました。整形外科のリハビリを重

ね少し歩けるようになった時、市の広報誌で、「シ

ルバーリハビリ体操指導士3級養成講座Jを見つ

けました。自分自身の体を何とかしたいと思い受

講しました。この事がきっかけで、まさか指導士に

なるとは夢にも思っていませんでしたが、いつで

もどこでも無理しないでできる体操が素晴らしい

ものだと感じ、一人でも多くの方に参加してもらい

たいと思いました。

諸先輩方のたゆまぬ努力で10周年を迎えられ

ることを誇りに思い、益々指導士の輪が広がり楽

しく活動していきたいと，思います。
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笑顔の中で

田端悦子

「守るも攻めるもこの一線」「越えねばならぬこの

一線」

水戸まで、8日間、今日学んだ事を次の日テスト、

良くやれたなー

たくさんの先輩、後輩の方と出逢い、共通のマ

ニュアルで、どの体操にも目的、効果がある事を伝

えながら、たくさんの会場へ。

参加者の方が、笑顔の中でこの体操は家でも

やっている、体が柔らかくなった等、喜んで下さる

事が大きな励みになります。

指導士の仲間の輪も広がり、いろいろな行事

の中、元気、やる気、勇気で介護予防に繋がる

活動をして、これからも笑顔の輪を大きく広げて

いく事を目標に頑張って行きたいです。

「，恩返し」を生涯の指針に

福田美佐子 v 
同居の主人の母が、突然小脳出血を発症し入

院。3度の手術後リハビリ歩行練習が始まりまし

た。リハビリの知見を持たない私は、途方に暮れ、

何としても専門的知識を得たいと必死で、した。人

生の大方を公務員として務めさせて頂いた私。

何らかの形で社会に恩返ししたいと常々思って

いました。そんな折、市報のシルバーリハビリ体

操指導士養成講習会の案内が目に留まり、 60

歳になるのを待って資格取得させて頂きました。

健康プラザでの8日間は、理論的且つ実践的、

専門的な講習内容で、私にとって衝撃的で、した。

母が倒れる前に受講していたならば・・・悔いる

日々 で、した。講習会修了後は頼り甲斐のある先

輩たちに恵まれ、 4年目を迎えています。



指導士の思い出
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体操指導士になって

桜井美恵子

私は、昨年シノレバーリハビリ体操指導士になり、

早2年目を迎えます。当初友達に誘われて軽い

気持ちで受けましたが、定年を迎え、健康の為に

運動は必須だと考え指導士になりました。

指導士になって良かったことは、

1. シルバーリハビリ体操がスグレものの体操で

ある事が解った。（若し、うちから行うと、いつま

でも若々 しくし、られるかも）

2. 人との出会いが多くなる。（旅行や食事会も

含めて）

3.体操の勉強で脳の活性化。

4. 毎日を楽しく、忙しく送ることが出来る。

体操指導士は、人の役に立ちながら健康と

自分自身の成長も手に入れられる。あなたもい

かがですか。

親友にシルリハを奨められて

白幡淑

指導士になって6年が過ぎました。きっかけは

親友がシルリハをやっていて「とても良い勉強に

なるjと奨められ始めました。体の不具合も出てき

ており、ウォーキングをして来ると体調が良くなる

事も実感していましたので、最初は自分の為に

始めました。が、参加者の方から脚が上がるよう

になった、身体が捻られるようになった、膝の痛

みが和らいだと言う話を聞くにつけ、私自身励ま

され楽しませて頂いております。

この先、高齢者が多くなり健康寿命を延ばす

為、体操がますます重要な位置に置かれます。

災害の多い日本、避難生活で生活不活発病等

にならないよう、シノレリハ体操の普及に努めてい

きたいと思います。
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がん発症を機に指導に取り組む

笹沼 登

2009年の年明け早々、つくば大学附属病院

に入院し、体内の組織を取り出しての検査結果

が主治医から「あなたのは顔つきの悪い立派な

がんですjと告げられた。

病院からの帰り道“古稀になったばかりで、平

均寿命まで10年もあるのに、お迎えが来るなどと

んでもない。私にはまだまだやり残したことがあ

る。”と強し、思いが湧いた。検査数値が高いのに

疑われた転移もなく、放射線治療を受けることに

したが、 3か月の順番待ちだ、った。その問、市報

で見た「シルバーリハビリ体操指導士講習JIこ水

戸まで通い資格を得て治療も成功し、仲間に恵

まれ、 7年かけ昨年延べ指導一万人を達成した。

100歳までも元気で！

平津紀美恵

「石岡市シルバーリハビリ体操指導士会10周

年Jおめでとうございます。 私は健康プラザにて

体操指導士の資格を取得後入会し、大津会長

に親切丁寧なご指導を頂き7年経過しました。お

陰様で今は、会員の皆様と共に、日々石岡市の

高齢者の皆様と共に楽しく元気にシルリハ体操

に励んでおります。

この体操を人様に教えているはずの私ですが、

結果的に私の膝痛もどこへやら、私自身のため

になっていたのです。だって 72歳の現在が一番

元気な私なのです。体操に参加の皆さんからも、

笑顔で身体の節々の痛み等が軽減した旨の話

を聞くことが私の至福の時でもあります。

教える人も教わる人も高齢者。皆様、石岡市

にシノレリハ体操の“わ”を広げて、共に健康寿命

茨城ーを目指しましょう。

、「 、
国睡



会員名簿 平成28年8月現在

大津勝子 （石岡） 鈴木美代子 （東光台） 桜井房子 （小幡）

大岡芳子 （若松） 舘林秀子 （山崎） 桜井美恵子 （小幡）

矢代 克 己 （小倉） 谷 島朗子 （国府） 笹沼美智子 （下林）

米原 君 子 （真家） 古木悦子 （東府中） 鈴木利子 （山崎）

小田倉ふく （山崎） 石川洋司 （村上） 田能太子 （鹿の子）

田端悦子 （二村） 石 川弘子 （村上） 広瀬みどり （宇治会）

田上シズ子 （東大橋） 原島輝明 （旭台） 平井 博 （南台）

比企和夫 （小塙） 皆 藤弘寿 （総社） 鈴木房子 （柿岡）

鎌倉正子 （鹿の子） 大関とも子 （若松） 似内孝子 （北府中）

木村美枝子 （東光台） 小林富士子 （南台） 刈部百合子 （東大橋）

比企 弘 （小塙） 奥村満里子 （東成井） 赤羽根明美 （片野）

山田礼子 （宇治会） 小野原敏ニ （南台） 飯塚あゆみ （小山田）

笹沼 登 （下林） 国 谷浩子 （小倉） 内海住幸 （小幡）

平津紀美恵 （東石岡） 小松崎典子 （柿岡） 大内恵美子 （下林）

高木初穂 （真家） 佐野弘子 （石岡） 久保田良江 （山崎）

鈴木豊子 （東大橋） 島田秀樹 （山崎） 小林千恵子 （下林）

武井冗子 （若松） 杉 田厚子 （柿岡） 小松崎美充 （旭台）

永井 照 男 （小塙） 高橋利子 （東田中） 斉藤真美子 （東石岡）

浅倉トミコ （染谷） 久保田まさ子 （真家） 笹沼好子 （下林）

白幡 法a （若宮） 永井敬司 （宮ヶ崎） 床枝贋志 （山崎）

長谷川静子 （山崎） 藤 岡俊昭 （小見） 長谷川厚子 （北府中）

白井ヤエ （上曽） 北山真智子 （旭台） 原 勝，2ムロ （柏原町）

斎藤時子 （東石岡） 岩井 武 （茨城） 福田捷彦 （石岡）

戸下せん （小幡） 大塚よし美 （国府） 幕内 健 （石岡）

土井政子 （ニ村） 小野ミヨ （柿岡） 山田恵子 （南台）

北原芙美子 （南台） 後藤富男 （正上内） 関町初江 （東大橋）

武藤良子 （東石岡） 武川幸江 （上曽）

川崎 Z生 （大塚） 柘植よね子 （鹿の子） 104名，ロ

木村ふみ子 （杉並） 友 部文子 （真家）

加倉井光栄 （栄松） 山口智子 （小幡）

瀧田やえ （柿岡） 田口きみ子 （北府中）

牧田保身 （南台） 高橋春江 （若宮） ~＇ 
r 

立川弘子 （東大橋） 漬 慶子 （府中）

小田央子 （東光台） 大久保恵子 （半田）

福田美佐子 （石川｜） 小松崎一枝 （国府）

太田長行 （二村） 村上美子 （東光台）

志田 昇 （南台） 栗原憲子 （東石岡）

石橋ちい子 （石岡） 真家千枝子 （柴間）

粛藤千佐子 （北府中） 岡野干恵子 （瓦谷）
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・ー・・・・踊..........・・・・・・・． 一 ．司 編集後記 ． 
晶 5月の役員会で、 10周年記念誌を創ることが決まり、翌月、第1回の編集委 闇

里員会を立ち上げました。爾来、 8回の編集委員会を重ねて、撮影、取材、編集 ー
圃 作業に没頭し、ようやく記念誌を発刊することが出来ました。 ー
ム 10周年記念誌の完成は、編集委員の尽力ばかりではありません。原稿を寄 一
面 稿して頂いた各位、写真撮影に協力いただいた体操参加者、会員の方々、多 雪
量 くの皆さんのご協力があっての賜物で、す。これほど皆様のご支援の温かさを感 ニ
ーじたことはございません。結果、素晴らしい記念誌が出来上がったと自負してい 盲
里 ます0 ． 
圃 ご協力いただいた方々に心から御礼申し上げます。そして6月より5ヶ月間に 副． わたって、編集作業に多大な労力を惜しみなく注いで、くださった編集委員の皆 園

田 さんに心から感謝申し上げます。 （志田） 孟

里 一？ （編集委員） 園
里 永井、大岡、米原、小田、杉田、高橋（利）、志田 園

－・・・m・・・.......・・量回目・・－－
9月25日、長雨の途切れた日曜日、

31名の指導士会の有志が、表紙の

集合写真を撮るために獅子頭公園

に集合してくれました。爽やかな秋空

の下、皆さんの顔も一段と輝いていま

した。

． 
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