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根津交流館では、24年度下期に

14回の交流事業を行いました。 

２４年度下半期の交流事業の一

部をご紹介いたします。 

 

【根津総合センターま

つり】 11/10（土）参

加人数総勢 389 名  
 

根津児童館・育成室・交流館が

一丸となって行う根津総合セン

ターまつりが行われました。

午前中は、ねづオンステージ

と題して、児童館や育成室の

子どもたちによるディアボロ

とあやとりとピアノ連弾、交

流館に遊びに来る子どもたち

は嵐と AKB のダンス、交流

館利用者は日舞を披露してい

ただきました。 

午後からは、児童館ホールに

てお店屋さんが出展、図書室

では児童館の工作室、交流館

では、わた飴と折り紙工作が行われました。 
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【秋の健康まつり】10/22（月） 参加人数男性 2 名、女性 21 名  合

計 23 名  

 

今年で３回目となる、高浜和行先生

（介護予防指導員、墨田区いきいきプ

ラザ施設長）を講師に迎え、秋の健康

まつりが行われました。 

 

先進国の中では長寿を誇る日本です

が、亡くなるまでに平均して６～7年

も寝たきりになるのに対して、アメリ

カなどの先進国は 2年ほど。 

その違いはなにか？ 

骨格の違いはあるにしても、運動機能

の低下に問題がある。運動機能と骨粗し

ょう症を防ぐ上でも、下肢を鍛える運動

やウォーキングをすることが大切。 

そしてもっとも大切なことは「今日、決

心すること。長寿だけではなく、健康長

寿でいると決心すること」、健康でいるこ

とは、自分自身にとって一番お得で幸せ

なことだというお話でした。 

参加者のみなさんは、感心し納得し、笑

いありと、とっても楽しそうでした。 

＊ 午後からのゲーム（ボーリング、ボー

ル入れ） 

ペットボトルのボーリングでは、紅白対

抗戦になり、勝負心に火が付くのか、み

なさんプレーに真剣に取り組まれていま

した。 

参 加 者

最 高 齢

の 方 が

10 本す

べ て 倒

し た と

き は 大

喝采になりました。 
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【フラワーアレンジメント教室】   

 

楽しいハロウィンのかぼちゃ 10/25（木）  

参加人数 47 名  

  クリスマスリース作り 12/11（火）参加

人数 78 名  

  新年に向けて開運アレンジメント 12/26

（水）  参加人数 84 名  

  桃の節句に向

けてピンクア

レンジメント

2/26（火）参

加人数 84 名  

 

「クリ

スマス

リース

作り」当日の様子  

 

今回はナチュラル系の英国クラッシック

スタイルのリースを作りました。 

リース台を作るのが一番の山場。これさ

え出来ればあとはかんたん、オーナメン

トを飾れば完成。一時間半のレッスン時

間では足りず、15分ほどオーバーしてし

まいましたが参加者の皆さんはとっても満足のご様子。 

「去年のクリスマスリース作りに初めて参加してから、

大ファンになり、その以降すべての会に参加されている」

とお話をいただきました。    

       

「新年に向けて開運アレンジメント」当日の様

子  

 

アカメヤナギをしならせてオアシスに何本も挿していく

と立体的になります。松と輪飾りはバランスよく配置し

ます。金色とピンクの水引は、円を描くように結びを繰

り返して形を作り、ラメのリボンを結べば、新年に相応

しい華やかなお正月飾りの完成です。 
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【映画会】 

 

  「たそがれ清兵衛」11/6

（木）参加人数４６名  

  「細雪」1/29（火） 参

加人数５０名  

  「晩春」3/19（火） 参

加人数４０名  

 

「たそがれ清兵衛」・当日の

様子 11/6（木）  

 

今回の映画「たそがれ清兵衛」は、幕末の混乱期、貧しい生活の中、幼い娘と年老いた母

親を抱え、懸命に生きた下級武士の話でした。エンドロールが終わると同時に拍手が沸き

起こるほどご好評をいただきました。「いい映画と親切な対応に感謝している、心が軽くな

った」と有りがたいお言葉を言っていただきました。 

 

「細雪」当日の様子 1/29

（火）  

大阪の老舗船問屋の 4 姉妹の

物語、本家の長女と分家の次女、

本家から分家の次女の元に移

り住んだ三女と自由奔放な四

女が織り成す人間模様。華麗な

映像美の中で名女優たちの美

しさを堪能できる作品でした。

言葉だけではなく、演技による

感情表現と、絶妙なカメラワー

クにどんどん引き込まれてい

きます。 

映画も終わりエンドロールが流れますと、会場から拍手が沸き起こりました。 

 

「晩春」  当日の様子 3/19（火）  

 

原節子と笠智衆のゴールデンコンビによる、嫁入り前の娘と父親の物語。結婚に対する戸

惑い・父を一人残す不安、嫁に出す父親の心境が見事に描かれ、映画は終わりになり拍手

が起こりました。参加者の方から、「涙がでちゃったわ～、いい映画だった」としみじみ。

「お父さんのさびしそうな姿をみると涙が出てきちゃうね」、「小津監督はすごいね、よく

ある日常の出来事を、こんな美しい映画にしてしまうのだからね」と参加者の声。 
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【干支のくるみ絵作り】 

開催日 

  11/13（火）参加人数 9 名  

  15（木）参加人数 12 名  

  29（木）参加人数 4 名  

 

 

毎年恒例の干支のくるみ絵作りを開催し

ました。2回開催の予定でしたが、参加者のご要望に答え 11/13

（火）の午後を追加しました。毎年リピーターの方が多く、お１

人で 4個も作る方がいました。 

 

【地域懇談会】12/18（火） 参加人数 19名 

 

普段からセラバンドで利用している方や高齢者クラブから 19 名の方に参加していただき

ました。 

 

交流館を利用するにあたり、

日頃思っていることや、感

じていること、ご要望など

をお話していただきました。

主だったご要望などなく、

交流館に来ることや、イベ

ントに参加することなどが

楽しみであると多くの方に

言っていただきました。 

また、ある高齢者クラブの

会長さんは、「地域の高齢者

をどんどん誘っている、家

の中に居るだけじゃいけな

いと思うし、もっと外に出

て交流を持ってもらいたい

と思っている」と言っていました。 

昼食後、午後からはお楽しみ会を行いました。この時期に合わせて忘年会さながらカラオ

ケ大会をし、希望者に歌っていただきました。 

「お酒も入ってないのに、なんだか本当の忘年会をしているみたいね」と、とても楽しそ

う。その後、紅白に分かれてのボール入れの後、ビンゴ大会では、１位から５位までの方

に賞品をお渡ししました。 
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【新春かるた大会＆ゲーム大会】1/15（火）  参加人数 20 名  

かるた大会は、白熱した試合が行われま

した。「近く近く」とか、「もっと手前だ

よ」と皆さんの応援もあり、対戦中の人

が「どこ～」と言うと、「あなたの側じゃ

ないわ」と言って大笑い。 

 

午後からのジェスチャーゲームでは、「う

な重」のお題に、重箱を開けているまね、

続いてうなぎが泳いでいるまねをして一

発正解。 

 

「芸者」のお題には、しっとりと正座し、

おしとやかに辞儀、三味線のふりや小唄のマネでこれまた正解。ゴリラのお題には、パス

する人が続出する中ただ 1人、ゴリラの顔真似としぐさに参加者全員が大笑い。その方の

役者ぶりに脱帽です。 

 

お茶会は、みなさん方々で談話中。あっ

という間に 15時になり終了。 

 

参加者の方から「ぐっすり眠れそう」、「違

うイベントにも必ず参加するね」など嬉

しいお言葉もいただきました。 

 

【春の健康まつり】   

2/18（月） 参加人数

21 名  

 

【当日の様子】  

 

今年で４回目となる高浜先生

による春の健康まつりが行わ

れました。 

握力と開眼片足上げの身体測定を行いました。続いて、下肢を鍛えるボールを使ったトレ

ーニングを行いました。 
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下肢を鍛えるボールトレーニングは、転倒予防にとても効果的とのこと。半年後の「秋の

健康まつり」にまた測定して、運動効果を実感するのが狙い。 

第二の心臓と言われるふくらは

ぎを鍛えることによって、血流

を良くし、心臓の負担を減らし

今後の体力維持につなげる。 

 

年齢は気にする必要がなく、毎

日コツコツ鍛えた運動は、必ず

実る、努力は人を裏切らないと

のこと。１年後、３年後、もっ

と言えば５年後の体力維持も可

能だそうです。 

 

気軽にできる運動として、かか

とをつけてつま先をあげる、つ

ま先をつけてかかとを上げる運動をこまめにすることはとても効果的とのこと。 

 

高浜先生の夢は、墨田区のすべての高齢者の方が信号待ちのたびに、このつま先かかと上

げ運動をしてく

れるようにした

いと願っている

そうです。 

 

参加されたみな

さんも、熱意を新

たに、ボール運動

に励んでいまし

た。 

 

12時半から1時

半までは、高浜先

生と一緒に昼食

会と質問コーナ

ー。 

頻繁に足がつる

方からの質問がありました。ミネラルバランスの問題もありますが、同じ時間に頻繁につ

る場合は、筋肉が覚えていてクセになっていることも。冷やす、またはサポーターで固定

するのもよいそうです。昼食後は、ボール投げとカードゲームを行いました。 
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【楽しい工作】 

 

 「フリンジのバラ」10/18（木）参加人数 15名 

 「もみじ」 10/30（木） 参加人数 12 名 

 「キキョウの花」11/13（木）参加人数 9 名 

 「寿鶴」 12/6（木） 参加人数 11名 

 「彼岸花①」 1/10（木） 参加人数 9名 

 「つばき」 2/7（木） 参加人数 12名 

 「彼岸花②」 1/24(木) 参加人数 11名 

 季節の工作「おひなさま」 2/14（木）、2/21（木）参加人数両日合わせて 11名 

 「スタンド付きリコリス①②」3/7（木）、3/14（木）参加人数両日合わせて 20名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


