
 

 

  

 

 

 

 

コロナウィルスの影響で多くの行事が中止になりましたが、コロナに負けないからだ作り

に特化した新たな事業が３つ開始しました。それでは令和２年度（６月～３月）の上期下

期合算分の事業をご紹介します。 

① 【セラバンド体操】週 3 日 ８７開催 人数１２２３名 

週３日のセラバンド体操

は、６０代から９０代の

方々が参加されています。 

セラバンドとは、セラバン

ドというゴムを使って椅

子に座りながら行う体操

です。ゆっくりゴムを伸ば

すことによってソフトな

筋肉トレーニングになり

ます。この体操では主に上

肢を鍛えます。続いてやわ

らかいボールを使った運

動を行います。主に下半身

をほぐし鍛えていきます。その他曜日によってラダー、ふまねっと、フロア全体を使った

ウォーキング、ボール投げ、ダンス音楽に乗ってのリズム運動などがあります。週三日の

体操が地域のみなさまにとっての健康作りに貢献し憩いの場所になっています。緊急事態

宣言のため４月・５月・６月・７月上旬、１月・２月・３月中旬は中止になりました。 
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② 【たのしい工作】10 開催 人数９４名 

月一回の折り紙工作です。四季を意識した作品を心掛けています。７０代から 90代の方々

が参加されています。園児や小学生の参加もあります。緊急事態宣言のため 4月・5月・

2月は中止になりました。 

6月「チューリップ」 

7月「ユリの花」 

8月「かえると金魚」 

9月「ねこ」 

10月「ガーベラ」 

11月「干支のくるみ絵」 

12月「干支の丑」 

1月「胡蝶ラン」 

3月「梅と桜の器」 

③ 【おしゃべりサロン生きがいを語る会】7 開催 人数６１名 

利用者の方から企画提案されたのが平成２５年度の 12月でした。試しに 1月・2月・3

月と開催してみると好評だったため26年度から毎月開催になり令和2年度で7年目を迎

えました。今年はコロナに関することが一番多く、家に長く居すぎたため、体力はもちろ

んのこと気力の低下を痛感するとの声が一番多かったです。同世代のみなさん方が日々の

出来事をお互いに共感できる会になっています。緊急事態宣言のため 4月・5月・6月・

1月・2月は中止になりました。 

④ 【こうりゅうかん DE映画会】6 開催 人数 60 名 

懐かしい俳優さんに逢えると大変ご好評いただいている映画会です。緊急事態宣言のため

4月・5月・6月・7 月、2月・3月が中止になりました。 

8月市川雷蔵主演「新源氏物語」 

9月「長崎ぶらぶら節」 

10月小津安二郎監督作品「浮草」 

11月黒澤明監督作品「どん底」 

12月小津安二郎監督作品「東京暮色」 １月市川雷蔵主演「濡髪剣法」 



⑤ 【季節の寄せ植え】6 開催 人数２９名 

平成 31年度から始まり令和 2年度で 2年

目を迎えました。素敵な器に複数の草花を植

え付けます。緊急事態宣言のため 4月・6

月・2月が中止になりました。 

7月「室内で楽しむ寄せ植え」 

9月「紅葉も楽しめる多肉植物のリース」 

11月「春まで楽しむ寄せ植え」 

12月「新年を迎えるリース型寄せ植え」 

⑥ 【利用者懇談会】3 開催 

人数 18 名 

利用者のみなさまからご意見ご要望をお聞

きする会になります。主な参加者は高齢者クラブの役員の方々です。交流館のイベント紹

介、交流館を利用していて気が付いたことや、不便に思うことなどをお聞きする会です。

話題に上がるのはコロナのことが多く、貸室の利用人数の制限やカラオケが使用できない

ことが議題に上がりました。緊急事態宣言のため 4月は中止になりました。 

⑦ 【理学療法士による正しい姿勢

のつくり方】5開催人数 50 名 

平成 31年度（令和元年）の１月に開催し大変

ご好評いただき令和 2年度から毎月開催を予

定しました。高齢化に伴い起こる身体的

変化、圧迫骨折や背中が丸くなる状態

（円背）を防ぐ目的で、理学療法士の寺

岡かおり先生をお招きし、なぜ背中が曲

がってしまうのか、原因や対策を正しく

教えていただきました。緊急事態宣言の

ため 4月・5月・6月・7月・８月・

12月・2月は中止になりました。 



⑧ 【ポールウォーキング講座】5開催 人数 73名 

今年度初の講座です。コロナ禍の中体力低下が深刻になり、効果的に全身運動ができるポ

ールウォーキング講座を開催しました。文京ノルディックウォークの小野富雄先生を招き

月一回開催しました。60代から 90代と幅広い世代の方々に参加していただいています。

二本のポールを使って歩くため下半身だけではなく上半身も使い体幹が鍛えられます。通

常のウォーキングより２０％ほど活動量が増え、心肺機能の向上も見込めます。毎回 3キ

ロ～4キ

ロの距離

を1時間

ぐらいか

けて歩き

ます。季

節の移ろ

いを肌で

感じなが

ら歩くた

め精神衛

生上にも

良い運動

です。 

講師の小野先生が「１００歳まで自分の脚で歩くために」と声をかけているのが印象的で

した。緊急事態宣言のため 2月は中止になりました。 

⑨ 【早朝ポールウォーキング練習編】１４開催 人数７０名 

10月に開催したポールウォーキング講座ですが、ポールを使って歩くことに慣れるため

と、まだ外に出て歩くのは不安との声を聞き、セラバンド体操前にフロア全体を使いポー

ルを使って歩く練習をしました。歩く前のストレッチ、正しく歩くときの基本姿勢を確認

しフロアを歩きました。その後セラバンド体操をするので活動量が上がり元気になると好

評でしたが、12月からセラバンド体操が 2開催になり、時間的関係もあり中止になりま

した。 

⑩ 【ポールウォーキング練習会】１２月開催 人数１０名 

今年度から開始したポールウォーキング講座の参加者のみなさんがもっと練習したいと自

主的に集まり、職員 2 名が付き、上野池之端周りを一周しました。緊急事態宣言のため 1

月と 2月は中止になりました。 



⑪ 【安楽座禅法入門】２開催 人数２０名 

平成29年度から始まり4年目に

なりました。最近リラックス法と

しても人気の高い座禅講座です。

辛く我慢のイメージのある座禅で

すが、座禅をしていると脳の中の

おしゃべりが静まり頭の中をスッ

キリさせ心が穏やかになると言わ

れています。毎日気軽に行えるよ

うに、体のほぐし方も学びながら

年4回季節毎に開催を予定してい

ましたが、緊急事態宣言のため 5

月と 1月は中止になりました。 

⑫ 【からだの深いゆるめ方】２開催 ２０名 

平成 31年度（令和元年度）より始まった講座で 2年目を迎えます。座禅講座を開催して

思うことは、高齢になるほど身体を真っ

すぐに保っていくのが難しいことでし

た。そこで講師の藤井氏に相談して生ま

れた企画です。 

身体を真っすぐにするためにはコチコ

チに固まった筋肉をほぐすことが重要

になります。仰向けになって骨盤中心

（仙腸関節）をゆらしていきます。力を

抜きながら小さく揺らしていくと、次第

に身体がほぐれていきます。大きく揺ら

すことより、小さく揺らす（身体

の深い部分の筋肉（深層筋）を使

うため）ことのほうがはるかに難

しいようでした。参加された方か

ら「温泉から出たときみたい、身

体の芯から温まっている」と言っ

ていただきました。緊急事態宣言

のため7月と2月は中止になりま

した。 



⑬ 【フレイル予防習慣にしよう！正しい歯磨きとお口の体操】 

３開催 人数２５名 

平成２９年度に高齢者あんしん相談センタ

ーと共同企画した「口腔ケアと認知症予防

講座」の講師古賀登志子先生をお招きし、

季節毎の４開催を予定しました。歯の磨き

方は自己流が多く歯磨きしているのに虫歯

になってしまう方が多くいます。参加者の

８０代や９０代のみなさんは部分入れ歯や

総入れ歯の方もいらっしゃいます。中には

歯がないから歯を磨く必要がないと思い歯

ブラシがないお宅もあるそうです。歯が 1

本でも残っていたら歯ブラシの必要があり

ますし、歯茎も磨く必要があります。耳か

き 1杯ほどの歯垢（プラーク＝細菌のかた

まり→食べかすではない）には 1億匹以上

の細菌がいること、最近の研究

では虫歯菌が血管から全身をめ

ぐり糖尿病や関節リウマチを発

症させている可能性があるそう

です。またアルツハイマー型認

知症の関連もあるそうです。1

億匹の細菌が身体に入ることを

防ぐには正しく歯を磨くことで

す。1億匹の細菌が身体に入ら

なければ別の細菌やウィルスに

免疫が対応できるので免疫力が

上がります。コロナ予防だけではなく風邪やがん予防にも口腔ケアは重要になります。た

だ強く磨き過ぎは禁物です。講師が「舌苔は絶対にとりすぎない」と言うと笑いが沸き起

こり参加された方は深く納得されていました。質問も多く飛び交う活気のある講座になり

ました。講師が自分で作成した模型も多くあり、大きな舌の模型に舌苔がついたものを興

味津々でご自分のスマホで撮影されている方もいるほど、模型があることによって講座の

内容が理解しやすく工夫されていました。開催月は 7月・9月・12月の 3回開催し、

緊急事態宣言のため 4月は中止になりました。 



⑭ 【見直そうガラケー講座】7 月開催 人数 5 名 

31年度（令和元年）に引き続きガラケー講座も 2年目を迎えます。まだまだガラケーユ

ーザーは多く、使いやすさゆえスマホの購入も考えてない方もいます。まずガラケー本体

の構造を学びました。ガラケーでもインターネットは使えること、ただし契約内容による。

ショートメールならどんな機種でも送り合うことができるが文字制限があるし料金が掛か

る。ショートメールの見方や、文字の打ち込み方、見終わったメールの削除の仕方、送受

信の仕方などを教わりました。か

んたんに文字を打ち込んで実際に

ショートメールを送り合う練習を

しました。また便利な機能の紹介

がありました。アドレスの入力ま

たは削除の仕方、目覚まし時計や

計算機の使い方など質問に答えな

がら詳しく教えていただきました。

講師は NPO法人竹箒の会のみな

さん。竹箒の会を講師に迎えた講

座は、平成 28年度から毎年スマ

ホ講座とタブレット講座などを開

催していました。 

⑮ 【スマホ・タブレットなんでも相談会】7 月開催 人数 6 名 

参加者の方から「スマホ講座だと自分の持っている機種で教えてもらえないため、講座に

参加しても自分の機種で操作してもわからなくなってしまう」という声を複数聞きました。

そこでなんでも相談できる会を企画しました。平成 31年度（令和元年）から始まった講

座で 2年目を迎えます。人数制限があるため、講師 2名で参加者 6名。相談内容は、LINE

やＺｏｏｍの使い方、スマホ決済

について、ペイペイやドコモのｄ

ポイントについて、マイナンバー

を作るとポイントが入ることの

説明や簡単な操作方法、アプリの

インストール方法や削除、人気の

あるアプリの紹介などがありま

した。参加者の方から、いろいろ

と質問できてとても良かったと

満足されていました。 



⑯ 【ふまねっとサポーター養成講座】１２月開催 10名 

ふまねっと体験会は定期的に３０年度と 31 年度に開催しました。 

今年は地域のみなさんにサポーターになって活動していただきたくＮＰＯ法人ふまねっ

と協会の認定講師薬師寺さんを招き「ふまねっとサポーター養成講座」を開催しました。

ふまねっととは 4×４のマス目を

踏まないように 慎重に踏んでいく

ことから「踏まないネ ット＝ふま

ねっと」と言います、ラダートレー

ニングのようなものですが、片足を

上げることによる体重移動が重要

になりバランス能力が鍛えられま

す。ゆっくりとステップを踏むこと

によってバランス能力が鍛えられ

ます。ネットを障害物に見立て、踏

まないように注意しながらステッ

プを踏んでいきます。歌（今年

度はハミングを行いました）を

歌いながら決められたステッ

プを踏んでいくことで（複数の

動作を同時に行うデュアルタ

スク能力＝二重課題）認知機能

が向上すると言われています。

講師の薬師寺さんは、「いい調

子ですよ」「絶好調！」などと

みなさんに声をかけていきま

す。そして注意点を分かりや

すく伝えていきます。ふまね

っとを見ている人達が陥り

やすいことの一つが、人の間

違いがよく見えてしまうこ

とです。「間違いを指摘しな

い・注意しない・そのかわり

に応援して下さい」とみなさ

んに伝えていました。自身の

グループでぜひ行いたいと

参加された方から感想を言

っていただきました。 


