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銭拶
龍ヶ崎市シルバーリハビリ体操指導士会

会長 椎名馨

発足から 10年が経過した龍ヶ崎市シルバーリハビリ体操指導士会の「10周年記

念式典Jを平成27年12月1日に開催いたしました。

その式典に参加された指導士会員のいきいきと希望に満ちた姿が今で、も目前に浮

かんできます。

この10年を振り返ってみますと、発足当初の先輩指導土は体操会場の確保と PR等、

いまでは想像できない苦労をされています。

また、この過程では龍ヶ崎市高齢福祉課、包括支援センター、龍ヶ崎市社会福祉協議会のご理解と

こ支援をいただきました。心から感謝申し上げ、ますとともに、これからも更なるこ支援、ご指導をお

願い申し上げます。

これからの高齢化社会の中では指導士自身も高齢化していきます。これからの指導士会の在り方と

しては、高齢者同志がリハビリ体操を基点にお互いの活力年齢の若返りと、生き甲斐づくりをするこ

とになるでしょう。これは大田先生が体操普及活動の効果として期待される「3ため：世のため・人

のため・自分のためJの実践です。

これを龍ヶ崎市に当てはめると、現在、長寿会連合会に加盟している58長寿会の内、リハビリ体

操を実施しているのは21長寿会です。勿論、近くの体操会場に個人で参加している方も多くいます。

従って、今後の対応策としては《「高齢者の居場所づくりjと「健康寿命の延伸j》を目的とし、

誰もが歩いて行ける自宅近辺の会場で＼指導士会員の指導能力の向上を図り、「何時でもJr要望のあ

る地域Jで＼このリハビリ体操を提供していきたいと思います。

特別寄稿

龍ヶ崎市シルバーリハビリ体操指導士会10周年を迎えて

龍ヶ崎市長 中山一生

このたび＼龍ヶ崎市シルバーリハビリ体操指導士会が創立10周年を迎えられま

したこと、 1［）からお慶び、申し上げます。

シルバーリハビリ体操は、茨城県の健康プラザ官理者の大田仁史先生が、高齢者の

健康維持や介護予防を目的として、平成17年に考案されました。年々普及が進み、平

成27年10月時点で養成されたシルバーリハビリ体操指導士は7000人を超えている状況であります。

龍ヶ崎市指導士会の皆様にも平成17年の活動当初よりこの一翼を担っていたた、き、さらに、平成

26年度は、初めて1級指導士が4名も誕生し、指導士会の活動10周年に新たな展望を与えてくれて

おります。

先般、龍ヶ崎市シルバーリハビリ体操指導士会10周年記念式典に出席させていただきましたが、文

化会館の駐車場に止めきれないほど多くの方々が来られ、式典の最後では、大田仁史先生と会場の皆

様によるシルバーリハビリ体操の競演で盛り上がりも最高潮になり、大変有意義な式典となりました。

茨城県ではシルバーリハビリ体操指導士10,000人を目標に掲げておりますが、本市におきましでも、

龍ヶ崎市シルバーリハビリ体操指導士会の皆様の普及活動により、今後も活動の輪が広がり、高齢者

の健康長寿、介護予防につながっていくことを願い、これらの活動支援をしていく考えでおります。

最後になりますが、今後の龍ヶ崎市シルバーリハビリ体操指導士会の皆様の活躍をご祈念申し上げ＼

お祝いのメッセージとさせていただきます。



茨城県立健康プラザ

管理者 大田 仁史

シルバーリハビリ体操指導士の養成事業を始めて 10年になり、養成された指導

士の数はア千人を突破しました。この間、指導土の方々、特に初期に指導士になら

れた方々は、何の道筋もない地域に放り出され、少ない人数で苦労されました。し

かしその問、高い使命感と情熱をもって活動の輪を広げてくださり、 26年度では

全県で延べ12万回を超える指導士が出動し、延べ3万5千回の教室を開催、延べ

54万人の高齢者を体操教室に招いております。このような実績から、指導土は、 ①世のため、 ②人

のため、 ③自分のための「3ためj活動を展開していると確信を持って言えるようになりました。

2015年に800万人を超える団塊世代がすべて高齢者になり、 10年後に後期高齢者になる頃は、

高齢者の介護問題は今にもまして大きな難関に立ち至ります。これを突破する行動目標の一つは官民

職が一体になって介護予防に取り組むことで、す。そのなかで指導土養成事業が大きな意昧を持つこと

は10年の実績が示すところです。

これからの10年は、指導士会の組織力、活動力を活かし、訪問指導や教室への高齢者の送迎など

多機能的に事業を拡大していく必要があると考えています。これからの 10年はまさに正念場の 10

年だと考えています。

茨城県の介護予防事業は、今後とも指導士会を軸に展開していくと思われ、指導士会の使命はます

ます大きくなることはまちがいありません。

龍ヶ崎市指導士会のこれまでの活動に敬意を払うと同時に、これからの一層の活躍に期待いたしま

す。

龍ヶ崎市シルバーリハビリ体操指導士会

初代会長 小島和子

平成17年5月、健康プラザに40余名のシルバーリハビリ体操指導士3級養成講習の第1期受講生

が集まった。そこでの大田先生のお話は、「これからの超高齢化社会で＼寝たきりにならず、人とし

ての尊厳を持って人生を終えるために、是非、現役をリタイアしたシニア世代がこの体操をボランティ

アで、担って欲しいJと言うものだ、った。

私はこの時、倍率17倍で第1期生に漏れた受講希望者を思い、一種のうねりのようなものを感じ

たことを思い出す。今でこそ色々の体操がメディアでも取り上げられて、珍しく無いが、県を挙げて

取り組むところは他には無かった。

80時間にも及ぶ実技と講義はさすがに厳しかったが、錆び付いた頭を大いに刺激し、 3級の講座

を修了した。しかしこれからが大変た、った。

2級受講希望者は2か所での現場体験を求められ、会場もほとんど無いなか、何とか体験し、 2級

を10月に終了した。次はこの体操を広める手立てをかんがえることだ、った。

保健センターでもその場を与えて下さったけれど、自治体は既に介護予防対策に動き始めており、

とても入り込む余地はなさそうにみえた。そこで、私は思い切って社会福祉協議会を訪ねた。その結果、

長寿大学や社協施設での体操に結びつき、ど、んなに心強かったか知れない。

その年の年度末には指導土も増え、龍ヶ崎市シルバーリハビリ体操指導士会は動き出した。草創期

を思い出すと、お互い良い会を作っていこうという熱気に溢れていた。あの時があって、今があるの

だとつくづく思う。

この体操が、自分の身体に責任を持ち、その人らしく生きる、市民1人ひとりの手助けになればう

れしい。
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10年の歩み（年表）

17 

18 

19 

20 

21 

22 

年度、月 活動内容

121福祉センター

41シルバーリハビリ体操指導士会誕生

51南が丘長寿会

5、915月：馴馬台、 9月：八原 ふれあい会食会

101長寿大学の講座を担当

121長寿大学で体操実施

71いきいき体操普及体験講習会開催

11 Iねんりんピック2007 健康麻雀大会

121長寿大学の講座を担当

31砂町長寿会

l この頃、 50分、 90分の
体操プログラム完成し、使用開始

・｜西地区公民館で体操講座

．｜公民館講座

61龍ヶ崎市ボランティア連絡協議会に加盟

71長寿大学講座の講師で大田先生来る

81元気サロン松葉館

1 OIフォローアップ研修 プラザの現地指導

1、211月：久夫若人長寿会、 2月 ：貝原塚長寿会

31「いきいき健康J講話に参加

．｜研修委員制度始まる

i公民館講座

4、514月：元気サロン松葉館、 5月 ：コムハウス

ア｜長戸大日Eクラブ

6～713級養成講習会（60期）

61中八代長寿会

71口腔ケア教室で体操

81健康プラザ、 I研修会jの
｜ 「先進地事例紹介jで発表

91福祉センター

5～22131ふれ愛会食会で体操

10、1111 0月： jL原クラブ、 11月：龍ヶ崎クラブ

1、211月：小山丁長寿会、 2月：直鮒長寿会

1 I県シルバーリハビリ体操指導士連合会

2～31さわやか健口塾で体操

雫南地域シルパ リハビリ体操
31 

指導士協議会設立大会

・2公民館講座

・l市民健康教室

・｜ボランティア活動振興助成金

51普通救命講習

6～ア｜さわやか健口塾で体操

7、917月：久保台クラブ、 9月：城ノ内長寿会

副長寿大学のプログラム

10～11 I 3級養成講習会（77期）

11 Iシルパ リハビリ体操普及講習会

2～31さわやか健口塾で体操

3 

詳細

体操開始

体操開始

「会食会Jでの体操の始まり

演題：「寝たきりOをめざしてリ

講座開始前での「いきいき体操jの始まり

主催は百人委員会於：国｜｜柴公民館

休憩時間にて体操実施（於アリーナ）

演題：「寝たきりOをめざして！ J、
「寝たきりなんねえぞリ

体操開始

6月～8月頃プログラム（絵図（A, B, C）は
19年2月頃より）作成開始

公民館講座の始まり，6月～9月 6回 23名受講

西、馴柴

以降毎年度 ：ふれ愛キャンブ、ふれ愛広場、
ふれ愛餅っき広場に参加

長寿会連合会主催
演題：［介護予防とシルバーリハビリ体操j

体操開始

於：福祉センター講師：健康プラザ有賀氏

体操開始

於：つくばみなみ JA 講師：健康ブラザ大田先生

健康プラザ指導による

西、八原、長戸、城ノ内、龍ヶ崎（5か所）

体操開始

体操開始

i地元開催 6月～7月 8日間 1ゆ了
講師は利根町から

体操開始

介護福祉課主催

「龍ヶ崎市指導士会の取り組みj

体操が、月2固から毎週へ

社協主催 年度内4回

体操開始

体操開始

設立総会於：健康プラザ

介護福祉課主催 2回

於 ：つくば市市民ホール［とよさとj

西、長戸、城ノ内、久保台、
川原代、松葉、馴馬台（7か所）
北文問、大宮、元気サロン松葉館（水）、
元気サロン松葉館（木）、泉町

ボランティア連絡協議会より受領 5万円（1回目）

於：竜ケ崎消防署 22名参加

介護福祉課主催 2田 於：元気サロン松葉館

体操開始

使用開始

利根町の開催に参加 8日間 9名修了

社協主催講師：大田仁史先生於：たつのこアリーナ

介護福祉課主催 2回 於：保健センター



年度、月 活動内容

22 

23 

251 

31川原代クラブ
（次年度以降、新会場の記載は省略）

3190分プログラム修正版の使用開始

31東日本大震災

．｜公民館講座

・｜市民健康教室

41東日本大震災避難者に対する体操

61ふれあい給食会で体操

81口腔ケア講座を受講

12 I守谷市指導士会との交流会

1～213級養成講習会（92期）

21茨城県シルバーリハビリ体操指導士会
フォーラム2011

県南地域シルバーリハビリ体操指導士
21 

協議会研修会

コミセン講座
（｜日公民館講座）

• I 市民健康教室

5～6 3級養成講習会（97期）

11 稲敷市指導士会との交流会

2県南地域シルバーI）／＼ビリ体操指導士
協議会フォーラム2013

31吋市社会福時
3りゅうがさき市民活動フ工ア INサプラ

（以降、毎年参加）

. ＇コミセン講座

・1市民健康教室

5～613級蓋成講習会（111期）

7つくばみらい市指導士会との交流会

10馴柴まちづくり協議会

101 茨城県シルバーリハビリ体操指導士
10周年記念フォーラム

11 I牛久市指導士会との交流会

－コミセン講座

｜ポランテイア活動振興助成金

7つくば市指導士会との交流会

8～11 1級指導士養成講習会

11 つくばみらい市指導士会との交流会

11～12 3級養成講習会（133期）

3交通安全アドバイザー

－コミセン講座

｜ボランテイア活動振興助成金

7～8普通救命講習

9～1 OI常総市水害避難所での体操

271 101市の介護予防事業
11～12 3級養成講習会（147期）

11 I シルバーリハビリ体操指導土10周年
記念県南フォーラム

12 I龍ヶ崎市シルバーリハビリ体操
指導士会10周年記念式典

121市からピンクポロシャツ供与される。

※ コミセン：コミュ二ティセンターの暗記

4 

詳細

体操開始

（見直し作業は12月より）

西、長戸、城ノ内、松葉、北文問、大宮、八原（7か所）

長山公民館、元気サロン松葉館（水）、同左（木）

4月～5月 於：たつのこアリーナ

社協主催於： ：城ノ内コミセン ※ 

介護福祉課主催 指導土対象
於：茨城県歯科医師会館

守苔市中央公民館他体操会場2か所 14名参加

利根町の開催に参加 8日間 2名修了

於：東海文化センター 会長他1名参加

於：守谷市中央公民館 22名出席

長戸、北文問、大宮、八原、川原代、馴馬台、
久保台、城ノ内、松葉（8か所）

長山コミセン、長山小学校、
市民活動センター、上米会館

たつのこアリーナ 8日間 14名修了
講師は利根町から

於：「いこいのプラザ126名参加

於：稲敷市あずま生涯学習センター

龍ヶ崎市社会福祉大会に太田先生来る

サブラのフェスタコートにて体操

長戸、八原、大宮、北文間

長山コミセン、市民活動センター、長山小学校

市地域福祉会館 8日間 13名修了
講師は利根町から

於：つくばみらい市総合運動公園 21名参加

町協の体操はじまる。会場は4か所

笠松運動公圏主催は県、プラザ、
茨城県シルバーリハビリ体操指導士連合会

於 ： 市内市民活動センター見学会場： .~ti柴

長戸、北文問、八原

ボランティア連絡協議会より受領 5万円（2回目）

つくば市役所 14名参加

初めての1級指導士 4名誕生

於：市内市民活動センター
見学会場：小山丁、長山コミセン

於：市地域福祉会館 6日間 22名修了講師は地元

全員に委嘱状交付。 会場応援の「お助け隊j発足

長戸、城ノ内

ボランティア連絡協議会より受領 5万円（3回目）
於：龍ヶ崎消防署 7/6(21名）、 813 ( 11名）

「平成27年9月関東・東北豪雨災害j
於：つくばみらい市総合運動公園

保健センター等5か所で体操

於：市地域福祉会館 6日間 10名修了講師は地元

於：市民ホールくきざき

2016/12/4 
於：文化会館大ホール約700名参加



データでみる10年

1 .市民の参加者数と指導士参加者数（延べ数）

（人）

25,000 

・市民参加数 ・指導士参加数

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

。
17 18 19 20 21 22 23 

年度 17 18 19 20 21 22 23 

市民参加数 488 3,693 3,599 4,403 7,458 9,210 11,627 

指導土参加数 78 441 348 719 1,618 2,246 2,525 

合計参加数 566 4,134 3,947 5,122 9,076 11,456 14.152 

2.体操の開催教室数と延べ開催数

（回）
国一開催教室数（右目盛） 延べ開催数

1,200 

1,000 

8α】

6α〕

400 

200 

。
17 18 19 20 21 22 23 24 

24 25 26 27 

24 25 26 27 

12,854 15, 124 19,280 21,596 

2,791 3,180 3,459 3,644 

15,645 18,304 22,739 25,240 

（箇所）

60 

so 

40 

30 

20 

10 

。
25 26 27 

年度 17 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 21 
開催教室数 8 [ n [ 19 I 26 [ 31 I 33 [ 38 [ 43 [ 46 

延べ開催数 I 231 6ol 96[ 164[ 335[ 531 [ 691 [ 789[ 920[ 1.031 [ 1.136 

（出典：教室数は指導士会の資料による。他は健康プラザ資料より）

※ 教室数は、おおむね1か月に1回以上の間隔で行われている体操教室の実数である。
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10周年記念式典
龍ヶ崎市文化会館

平成27年12月1日

記念講演には、シルバーリハビリ体操を考案した茨城県立健康プラザ管理者である大田仁史氏を招

き、「みんなで目指そう健康長寿 シルバーリハビリ体操の普及10年jをテーマに［いきいきヘル

ス体操Jの実演を取り入れた健康に関する講話をいただきました。

会場も一体となって体操の実演

6 



開場前の受付
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大田仁史氏による講演
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川
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看

受付開始

ながと夢保育園の太鼓演奏

終了後のロビーにて
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各会場の代表者も檀上で体操しました

やや緊張気昧の役員

まいりゅうも応援に！！
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写真で掻り返る10年

平成19年 12月
発足時の指導士会メンバ－

平成21年ア月
龍ヶ崎市地域開催

3級養成講習会60コース

平成22年
初期のパタ力表を使って・

9 

平成21年6月
ききょうサークルふれ愛会食会

平成22年 11月
シルバーリハビリ体操普及講習会

（たつのこアリーナ）

平成22年 11月
龍ヶ崎市地域開催

3級養成講習会77コース

（利根町会場）



平成23年4月 ・5月
東日本大震災避難者の体操指導

平成23年 11月
交流サロンりゅうで体操が始まる

平成24年2月
龍ヶ崎市地域開催

3級養成講習会92コース
（利根町会場）

10 

平成23年10月
ふれ愛広場体操指導

0-
fol 

'I 歓迎雌ケ崎，i;との主流会

平成23年 12月
守谷市との交流会

（守谷市中央公民館）

平成24年
定例会・学習会



平成24年5月
龍ヶ崎市地域開催

3級養成講習会97コース

平成25年1月
新年会

松ケE レストラン

平成25年7月
つくばみらい市との交流会

（つくばみらい市総合運動公園）

1 1 

平成24年 11月
稲敷市との交流会

（新利根いこいのプラザ）

平成25年5月
龍ヶ崎市地域開催

3級養成講習会11 1コース

平成2：年 10月
茨城県シルバーリハビリ体操

指導士10周年記念フォーラム

（笠松運動公園）



平成25年 10月
車椅子での体験学習

平成26年 11月
つくばみらい市との交流会

（龍ヶ崎市市民活動センタ－）

平成27年7月
普通救命講習会を受講

（龍ヶ崎消防署）

12 

平成25年 11月
牛久市シルバーリハビリ体操指導士会

との交流会（周｜｜柴コミセン）

， 

=---~ .... ÷ ー

平成26年 11月
龍ヶ崎市地域開催

3級養成講習会133コース

川パ」川 リ仰・叫 ”閉会 白

平成27年 11月
龍ヶ崎市地域開催

3級養成講習会147コース

..-! 



体操会喝の風最

一

念、ー名B

昭和自治会館 小山丁長寿会

野原長寿会 佐貫西口長寿会

コムハウス しろのさとクラブ

たつの子ふれあい会 にこにこ西クラブ

13 



マンハイム 横町長寿会

楽しいクラブ 久夫若人長寿会

久保台クラブ 宮前長寿会

交流サロンりゅう（月曜） 交流サロンりゅう（木曜）
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幸谷会館 佐貫西会館

佐貫台クラブ 佐貫東会館

砂町長寿会 出し山ニコニコの会

fl ... 

元気サロン（木曜） 元気サ口ン（水曜）
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上米会館クラブ 城ノ内長寿会

西クラブ 川原代クラブ

大宮クラブ 中八代いきいきクラブ

長戸・大日Eクラブ、 長山コミセン（水曜）
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長山コミセン（木曜） 長山小学校（ラウンジ）

直鮒長寿会 藤ケ圧クラブ

馴柴クラブ 馴馬台クラブ

南が丘長寿会 南中島会館

17 



八原クラブ、 総合福祉センター

豊田長寿会 北文間クラブ

龍ヶ崎クラブ ひまわり園

18 



体録会揖一覧表 (H28.3.31現在）

開催場所 住所 主催、依頼元
開催の曜日等

曜日 時間帯 時間 回／月

川原代町5014 市社会福祉協議会 月 午前 60分 5 ※4
一一一……四日．… h

／／ ／／ ／／ ／／ 

上町2899 ／／ 

木 ／／ 

元気サロン松葉館
水

／／ 

木 ／／ ／／ ／／ 

市民農園集会室 藤ケEクラブ 第2、4月 午前 60分 2 

7 川原代c.c. ※1 川原代町1695
いきいき川原代クラブ

第1、3火 ／／ 90分 ／／ 

※2 
／／ ／／ 

／／ ／／ 

／／ 

’’’

…
，，，

j

，，， 

l
i／
一
／

龍ケ岡公園管理棟 中里3
龍ヶ崎C.H. ※3 川崎町5

小山丁集会所 大徳町2523
ひまわり園 高須町4207
「c.C.J ＝コミュ二ティセンター ※2 
「C H.J ＝コミュ二ケーションハウス ※4 
第5水曜日（5週目の水曜日）はお休み

第1、3水 II 90分／／

第2、4木午後 ／／ ／／ 

たつの子ふれあい会 第2、4金 ：午前 .60分 ／／ 

龍ヶ崎C H. 第2、4木 ／／ ／／ ／／ 

小山T~寿会 第1、3水午前 7s分／／

市社会福祉協議会 月 II 30分 ／／ 

「いきいき00クラブ＇Jは、正しくは「いきいきヘルス体操00クラブJ
5回は、第5月曜日がある場合
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指導士の思い出

3級指導士の取得が早い方を主に、各期ひとり、編集委員からお願いして、思い出や今後の抱負な

どを寄稿していただいた。

植竹よし江

平成17年11月、プラザでの 10日間の3級指導士養成講習による資格取得が新たな思いのスター

卜でした。当時3名の先輩と共に暗中模索で活動を進める中、翌年4月に2級を取得し、 5月には南

が丘長寿会からの依頼で「体操教室jを初めて開催しました。

毎回体操のプログラムを作成しての実践でした。体操後のお茶会はいつも楽しく、参加者との紳が

育まれ、共に健康を維持しながら、 10年間継続できたことは感慨無量となりました。

平成18年10月には長寿大学での講座を依頼され、「人生を明るくするために“寝たきり「OJの

健康づくりをめざしてつのテーマで「介護予防とシルバーリハビリ体操Jを、指導士10人で分担、

一致団結して臨んだ結果、大舞台での講演は初めてでしたが大好評で終えることができました。これ

を契機に長寿大学で＼講座開始前のシルバーリハビリ体操が恒例化され、現在まで継続しています。

その後、指導士の組織も徐々に確立し、体操教室も増え、地域に根差した活動として定着してきま

した。龍ヶ崎も念願で、あった1級指導士による養成講習が実現し、より地域に密着した推進ができる

ようになりました。

10周年を起点として、これからも住民と高齢者が共に安心して生活できる街にするために、「元気

に・明るく・楽しくjをモットーに、「健康の維持と向上Jができるよう、活動に誇りを持ち、頼も

しい仲間と前向きに進んで、いきたいと思っております。

～私とシルバーリハビリ体操～ 子好井一一一

平成18年、「シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会jを知り、自分のためと思い参加しまし

た。当時、龍ヶ崎市の指導士会はまだ無く、 3級を取得したものの、どのように活動すれば良いか分

からず、牛久市指導士会の活動状況を知ろうと、植竹さん、小島さんと牛久市の体操会場を見させて

いただいたことを思い出します。

平成19年8月4日に「思｜｜柴クラブJが発足し、初回は4名の参加、以後少しずつ増え4回目には

10名となりました。また、当時の会長、伊藤さんの尽力で＼馴柴公民館で開催された「県南地域高

齢者はつらつ百人委員会Jで「いきいき体操普及体験講習会Jを行い、それが契機になって馴柴公民

館の「シルバーリハビリ体操講座j開設につながりました。この講座によって閣｜｜柴クラブJへの参

加者が飛躍的に増え、活動は現在も続いています。

その後、徐々に各地域に活動が広がり、佐貫駅近くの ABCホールで＼「佐貫西口きずな会J（井川

会長の働き掛け）による体操が始まり、八原地区では八原コミュニティセンターを会場に平成21年

6月から体操が始まりました。その後も川原代地区、南中島地区等へと広がりました。

この「シルバーリハビリ体操J参加者共々に［明るく、楽しく、元気よくJを私の生き甲斐として

続けて行きたいと思っております。
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伊藤靖匡

会が発足してもう 10年になるとは信じられないような気持ちです。

会長になって一番気にしていたことは、会員数と会場数のバランスを、どうとるかということでし

た。当初から他の指導士会では、体操会場でほとんど指導しないまま、 2級になるという状況があり

ました。大きな原因は会員数に比べて、会場数が少ないことにあります。現在でもこの状況は変わっ

ていないようです。

こ存知のように、プラザは指導土養成数1万人を目指して、毎年指導士を養成しております。会場

数を考えて養成しているわけで、はないので＼地域毎にみると当然アンバランスがでるわけです。なら

ば現地の指導士会はどうすればよいか？

指導土数に見合う体操会場を自ら開拓していくしかないと思いました。公民館を訪問して説明しで

も「そんな体操、聞いたことがないjから始まっております。

現在は市役所、社協、長寿会連合会等の理解も深まり、指導士会にとってありがたい状況になって

いると思います。

ヨ｜き続き理解者、仲間を増やす努力が欠かせません。 （二代目 会長）

飯塚和男

龍ヶ崎市シルバーリハビリ体操指導士会創立10周年おめでとうございます。

私が3級の講習を受講したのは、勤めも終わり体調も思わしくない時期でした。

県立健康プラザ以外の会場で、3級の養成講習を行ったのは、茎崎町の会場が初めてのことでした。

その後、会場使用料が高いとのことで＼健康プラザを会場にして暫くの間行っていました。今でこそ

各市町村に1級指導士の方がおり、地元で受講できることになりました。

私も3級取得後、仕事の都合で一年間のブランクがありましたが、私の一番の思い出は3級養成講

習に、当時の水海道市から参加されていた88歳、兵隊経験者の海老原源吉さんとの出会いでした。

ご自分の健康を旨として参加されていたと聞きました。 3級・ 2級とも、席も舞台に上がって体操を

行うのも一緒でした。参加されている皆さんから、「まるで、親子みたいですねjと言われたのも懐か

しく思います。

2級受講の最後の日でした。「水海道の名物ですJと言って、アンパン60個を買って参加されてい

る皆さんに配っておりました。

水海道から健康プラザまでご自分で運転され、高速をとばして通っていた元気な方で、した。今どう

しているか？ さだかではありません。

私も源吉さんのようにはいかないと思いますがシルバーリハビリ体操をして、少しでも健康寿命を

延ばせるよう頑張りたいと思います。

石井義政

創立10周年おめでとうございます。

0からのスタートで指導士会発足にあたった、 1期～7期生、 4名の方々の奮闘は大変な苦労の道

程で、あったと想像いたします。現在、会場も多くなり、来てくださる方々と楽しく体操が出来るのも

先輩方のおかげと感謝しています。

9年前、県広報誌でシルバーリハビリ体操指導士養成講習会開催を知り、申し込んだのを想い起こ

し、「プラザヘルシーポケット 2007年7月号jを見直しました。そこには「シルバーリハビリ体操

指導士3級1000人突破Jの大見出しで＼大田先生と24期生30名の記念写真が載っています。
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「3級1000人突破Jの受講生になったのには、幸運な組み合わせがありました。

健康プラザ、へ申し込むも、受講希望者多数のため、「水戸、つくば、水海道の3会場で開催するの

で希望会場を連絡せよJとのことでした（受講会場はプラザが抽選で決定）。

第一希望の水戸、第二希望のつくば、いずれも「はずれj、水海道での受講となりました。

講習会は、午前が大田先生の講義中心、午後が先生と理学療法士4名で体操の実習、練習でした。

先生方の力の入れようを凄く感じたのを思い出します。

そして最終日にサプライズ~＇ 1000人突破記念受講生の誕生であることを知らされ、記念横幕の前

で大田先生と記念写真を撮り、講習会が修了したのでした。

大田先生の「体操教室ではコミュ二ケーションを取り、楽しく次回に繋げる体操を指導してくださ

いJとのお話に納得。

今、教室で「楽しくjをモットーにして奮闘しています。

林薫 市

私が平成19年頃lこ3級指導士を取得し、体操を始めた頃は会場も少なく、指導士も 10人未満た、っ

たと記憶しております。

私にとって体操会場で、指導することは、初めてのことでしたので不安が先に立ち、私に出来るのか

との思いの毎日でしたが、先輩方に助けられ何とか会場で出来るようになりました。

自分の健康に役立てばとの思いもあって、指導土仲間、地域の皆様と楽しく体操をして10年が経

ちました。現在では会場も45あまりに増え、指導士数も70人程に増えました。私たちの活動が地

域高齢者の一層の健康増進につながればと思います。

これからも地域の皆様方と共に、体操を通じて共存共栄、自助共助の仲間作りが出来たらと思って

おります。

～介護予防 いきいきヘルス体操～ 荒井 克代

広報紙「りゅうほ－Jを目にし、利根町が龍ヶ崎市から3名の受講生を募集しているのを知りました。

水戸まで、通うのは時間的にも無理だ、ったので、早速申込み、 3名の中に入れたことはラッキーでした。

8日間の講習は目標に向かって集中で、き、充実した時間になりました。

平成20年4月21目、福祉センターでの体操見学の後、初めて定例会に出席し、龍ヶ崎市指導士

会会則、指導士としての心得、ーに自己研修、二に現場研修、三に継続研修は力なり等、体操の普及

を含め、わかりやすい説明を受け、身の引き締まる思いでした。

年々指導士会への入会者も増え、春・秋の文化会館での文化祭、催物、趣昧の域を超えた様々な場

で＼先輩・後輩の名前を見聞きするにつれ、健康で、、心豊かな笑顔の皆さんの姿が、各体操会場でも

表現されていることでしょう。

ある会場に、病後のリハビリを頑張り、体操が出来るまで回復、会場まで足を運べるようになって、

この体操を続けている女性がおります。冬期は寒さと天候、道路状況等もあり休んで、いますが、桜の

頃には薄紅色の花びらを髪飾りに、元気な姿を見せてくれると心待ちにしております。体操の良さを

理解し、常に前向きな姿勢には心打たれます。

「介護予防 いきいきヘルス体操Jは私の大切な財産の一つです。
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～健康で、いきいきと暮らせるまちづくり～ 椎名和子

平成20年シルバーリハビリ体操指導士の養成講習を長寿会の世話役をしている主人から誘われた

のが始まりです。修了式は私の誕生日と重なり縁を感じました。

指導士を取得して、まず二人で始めたことは、地域の長寿会活動の中に、シルバー体操を取り入れ

ることでした。その為には会場作りです。

この頃は行政との関わりも少なく、指導士自ら場所を探して立ち上げていきました。

地域のご協力を得て会場を確保出来ましたが、そこは電気も水道もトイレも無い、竹やぶに固まれ

た「雀のお宿Jのような所です。でも農作業で疲れた高齢者がたくさん集まりました。足も腰も痛く、

正座も出来ない方々が多いのに驚かされました。この体操を継続するようになって、「体調が良くなっ

たJr痛みが楽になったJと喜びの声を聞くと、指導士にとってこんなにうれしいことはありません。

体操後、お茶をしながら話に花を咲かせて、とても楽しそうです。あたたかいふれ合いを持てる居

場所作りを大切にしていきたいと思います。

龍ヶ崎市でも平成26年lこ1級指導土が4名誕生し、その一員として私も活動しています。体操普

及活動に行政との連携もあって、活気ある指導士が養成されていくのは大変うれしいことです。私自

身、もっともっと学習し向上心を持って楽しみながら体操を続けていきたいと思います。

龍ヶ崎指導士会も 10周年を迎え、大きく成長してきました。今まで、とは遣う問題点も出てきまし

~ 11 たが皆で仲良く楽しんで＼いきいきと暮らすまちづくりに貢献できますよう努力致します。

~ 

。
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青木サヨ子

私のシルバーリハビリ体操指導士養成講習受講のきっかけは、絵手紙の会「ふきのとうJでご一緒

の椎名和子さんからの1本の電話でした。

2～3年前から受講者募集は知っていたので、すが申し込み条件が60歳以上た、ったので［まだ早す

ぎるJと思い、忘れていたところへのお誘いでした。

趣昧とボランティアで忙しかったので、すが、自身の老後の健康も考え、何か生き甲斐になったらと

受講しました。全講習休まずに受けなくてはならず、龍ヶ崎、守谷、水戸へ・・・。同期とは4か月

遅れて終了。

伊藤さんの会場配置にも1会場に参加するのがやっとでした。勿論複数の会場に参加している同期

の人とは経験の差がどんどん広がりました。経験が「少なしリ＝「できないJということで全く頼り

にされず、とても悔しかったことが思い出されます。

そんな私を指導してくださったのが、植竹よし江さんでした。現在はブログ、ラムに沿った新入学習

会が行われ、誰が何処に行っても指示された内容の体操が出来るシステムになりました。

この活動で何よりも大切なことは「責任感・思いやり・皆の笑顔jそして「楽しかった！次回も元

気に参加しようJと帰って行く後ろ姿かなと思っています。

河野信江

私達は利根町で、利根町の皆さんと一緒のスター卜でした。

ひとり立ちに向かってよちよち歩きを始めた頃、体操の最中に東北の大地震に遭遇。大きな揺れと

共に壁の飾り物はグラグラ動き、天井が落ちてきそうに思いました。参加者の皆さんも不安が最高潮、

声を掛け合って様子を見ました。余震は長い間続きました。

西コミュ二ティセンターでの忘れえぬ出来事です。

私はその頃、腰痛に苦しみ、手術を受けることにしました。痛みから解放された時、先生が神様に
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思えました。入院中、歩行訓練などのリハビリで＼体は動かさないと駄目になることを実感しました。

休養後、遅れを取り戻すように福祉センターに通い勉強です。私の実技は進みが早く、ゆっくり行

うことが課題でした。

その後、体操にも慣れ、会場の皆さんとも話がはずむようになりました。

10周年記念式典は、文化会館が大勢の人で埋まりました。玄関でお迎えしていると過去に担当し

た会場の方々が「元気た、った、しばらくねJと握手をしてくれ、覚えていてくれた嬉しさと懐かしさ

で目頭が熱くなりました。感動の一白でした。

当初10人た、った77期も5年を経過し、今は3人と寂しくなりました。

今後は会場の皆さまと寝たきりゼロを目指して、自然の摂理で、ある加齢と上手につきあって歩いて

いきたいと思います。

～指導士になったのは妻の一声！～ 所昭一

思えば5年前（2011年2月）の今頃、元気サロン松葉館の「いきいきヘルス体操Jに参加してい

る妻から「健康に良いjと聞いたので見学に出掛けた。

f良い機会、体験しては？Jと勧められ、見ょう見まねで力一杯身体を動かし、お蔭で2～3日筋

肉痛になったことを覚えている。

なかなか良い体操だと実感していた矢先、「2週間に一度より毎週やりたいけど指導士が少ないか

ら無理みたいよjと妻から聞き、すでに退社することを決めていたので「よしこれをやろうjと健康

プラザへ連絡し、 4月からの計画に滑り込んだ。

ところが間もなく「東日本大震災Jが起き、健康プラザも被害を受け講習会は無期延期となった。

しかし、幸いなことに半年遅れて9月に再開され、残暑のなか水戸まで通い、県内から43名が受講、

指導土仲間が誕生した。

デ、ビ、ユーは11月、見るとやるとは大遣い、なかなか思うように行かない。失敗を繰り返しなが、ら

もオヤジギャグを発したり、シルバー川柳を織り交ぜたり、何とか参加者の気持ちと通じ会えるよう

になってきた感じがする。

会場には小さな感動、大きな喜び、仲間の喜びがある。ある時、 1人が「あっ！できた！私片足立

ち3秒できたJと声を上げた。仲間が声の方を向き、笑顔で拍手を送り、仲間の喜び、に変わった。指

導士冥利に尽きる感動の一瞬だ！

休憩時間も楽しみの一つ、［ワイワイ・ガヤガヤ・ソウナノ・ワッハハJ、まるで、喜劇の舞台、自然

体操のスッキリタイム。

「またね！来週ね！元気で、ね！ J、次の約束をして帰る後姿が美しい。私も我に返り、また頑張らな

くてはと帰途につく。

下野祐子

コミュ二ティセンターの「シルバーリハビリ体操J講座に参加した際、生き生きとした指導士の方々

に接し、これからの自分の健康のためにと思い、 1人水戸へ8日間通って3級指導土を取得。

そこからが私の苦難の道。覚えられない、覚えたはずの言葉が出てこない等、数多くの失敗の連続。

それでも何とか今まで、続けられたのは、学習会での先輩方のアドバイスや体操参加者が優しく、温か

く、気長に見守ってくださったからに他ありません。

物づくりと違って結果は見えにくいのですが、昨年の 10周年記念式典があのように盛大だ、ったの

は、私達指導士会のボランティア活動を、各教室の参加者や龍ヶ崎市民の方々が認めて、理解してく

ださっているからた、と感じました。
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指導士会の道づくりをされて10年。私が途中から歩き出して4年余り。これから長く続く道づく

りを担う一員として、励みたいと思います。

植竹兆子

平成23年12月末に締め切られた3級指導土養成講習には、私を含め3人の受講者だけでした。当

時、龍ヶ崎には1級指導士がおらず、平成24年1月23日から利根町の保健センターに行き、利根町

の11名の皆さんと一緒に、健康プラザでの日程を含め8日間にわたり、利根町の1級指導士による

養成講習を受講し、同年2月17目、利根町の町長から修了証書をいただきました。

龍ヶ崎指導士会に入会し、いざ活動という時に他の2名の方は、家庭の事情で入会せず同期が誰も

いない大変不安な始動となりました。

担当の会場に行き、先輩指導士に教えていただきながらも、説明不足、後悔の繰り返しで＼「この

活動を続けていけるだろうか？Jと何度か考えました。

でもそんな時に助けてくれたのも先輩の方々でした。だんだんと会場の皆さんとも馴れ、体操も少

しずつではありますができるようになりました。

これからも地域の皆さんと一緒に楽しく体操を続けたいと思います。

会員名簿 （平成28年3月31日現在）

小島和子 寺崎順子 藤村里子 田中雅子

植竹よし江 馬場英夫 円城寺嘉子 豊島恵理子

井好子 間宮和光 篠原順子 直井勝芳

伊藤靖匡 宮本喜久 柴田かおる 西村京子

飯塚和 男 望月典子 塚本節子 橋本悦子

岡崎重信 大野悦子 長久保京子 村上茂雄

石井 利 子 大野精司 長浜守好 飯野幸子

石井義政 石引加代子 横山悦子 石田タツミ

林薫市 河野信江 海野震 井上栄子

荒井克代 中村美磨子 石島真佐子 織原昌子

清水隆司 海老原龍夫 石島玲子 尾和正枝

椎名 馨 所昭一 江崎一一 照沼郁子

椎名和子 下野祐子 大石英子 日貝喜美枝

青木サヨ子 植竹兆子 岡野幸子 矢口勝子

姉崎洋生 東顕司 鏑木清子

石田八重子 佐藤久美子 神山光代

上田隆子 柴橋のりえ 棲井光江 ｛会友］

川畑牧子 清水智恵 佐藤譲

高橋玉枝 末永充弘 武井強 根岸安里子
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編集後記

平成27年4月に役員会で10周年記念事業を実施しようと決めた時には、記念誌の発行も事業の

中に含まれていました。しかしながら記念式典の企画・準備と記念誌編集の同時進行は難しく、実際、

編集にとりかかったのは式典が終了してから（平成27年12月）でした。

手元にある資料や関係者の所有する資料をフルに活用することにしましたが、不足する部分は多く

の皆さまにお助けいただくことになりました。社会福祉協議会、包括支援センター、稲敷市・守谷市・

牛久市・つくば市シルバーリハビリ体操指導士会等、資料を提供して頂いた皆さまに厚くお礼申し上

げます。また、紙面の関係から掲載できる内容にも制限があり、多くの写真が省かれておりますし、

記載内容についても「私も書きたかったJとか「もっと書きたかったJということがあろうかと思い

ます。

事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

10年の歴史の中ではうまくいったことばかりではありません。試行錯誤の結果が記載されている

といった方が正確だろうと思います。そういう自で見て頂ければ幸いです。

終わりに、編集その他で、特にお世話になった社会福祉協議会の皆さまにお礼を申し上げ、編集に携

わったメンバーの名前を下に記します。

編集局長

編集委員（五十音順）

平成28年3月吉日

椎名馨

青木サヨ子、姉崎洋生、石引加代子、

伊藤靖匡、椎名手口子、長浜守好
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10周年記念式典 「大会宣言」

シルバーリハビリ体操で
「健康長寿日本一の龍ヶ崎市」を目指そう！

高齢者が健康で明るく
元気に暮らせる社会環境をつくろう

シルバーリハビリ体操の
普及推進とレベルアップを図ろう！


