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根津交流館では、今年度新たな事業を始めた上半期になりました。それでは、令和３年度
上期（4 月～9 月）の交流事業をご紹介いたします。

① 【ジャパニーズエクササイズ盆踊りを踊ろう♪】
5 月・6 月・7 月・8 月・9 月（5 開催）4２名
今年度から始まりました盆踊りの会
です。豊島区の盆踊り愛好家の方に
来ていただいています。一つの踊り
を完全に踊れるようにするのではな
く、エクササイズやダンスのような
感覚で一時間半の間に６～１０曲ほ
ど踊ります。講師が振付の注意点や
踊り方のコツを教えてくれるので初
めて参加する方でも踊れるようにな
ります。子どもの頃踊った記憶が呼
び起こされたように何十年も踊って
いないのに踊れてしまうから不思議です。７０代から９０代に参加いただいています。参
加者の方から「最初は踊りについていくのがやっとだったけど、踊れるようになってくる
とどんどん楽しくなってくる」と言っていただきました。曲目は根津音頭、東京音頭、炭
坑節、東京五輪音頭、ゆかた音頭、八木節、大東京音頭、火の国太鼓など。

② 【早朝ポールウォーキング】
7 月～9 月（火・木 1 日 2 開催）
50 回２２８名
令和 2 年度１０月からポールウォーキ
ング講座が始まり、それに伴いフロアを
利用して歩く練習をする早朝ポールウ
ォーキングを開催しましたが、コロナ禍
のため中止していました。ただ参加者の
体力が著しく低下したように感じ活動量を増やす目的で早朝ポールウォーキングを再開す
ることになりました。フロアを往復すると２０メートルあり２０往復すると４００メート
ルも歩くことができます。「継続は力」とはよく言ったもので歩く度に体力がつくと大変
ご好評いただいています。

③ 【ポールウォーキング】4 月・6 月・7 月・8 月・9 月（5 開催）30 名
令和 2 年度 10 月から開始し今年度で 2
年目を迎え毎月一回の講座になります。
講師は全日本ノルディックウォーク連
盟の指導員小野富雄先生です。普段は上
野池之端の弁天池を歩きますが、4 月は
谷中霊園のさくら散策、5 月は中止、6
月はあじさいを見に白山神社へ往復 4
キロを歩きました。雨天の日は部屋でか
らだほぐしの体操と歩き方の確認を講
師に指導してもらっています。

④ 【セラバンド体操】週 3 日（1 日 2 開催・１３４回）１０７７名
週 3 日のセラバンド体操は 60 代～９０代の方々が参加されています。感染防止のため 1
日 2 開催行っています。リハビリでも使用されるセラバンドという柔らかいゴムを使った
体操は主に上肢を鍛えていきます。柔らかいゴムのボールを使った体操は主に下肢を鍛え
ほぐすことを目的にしています。逆トレを利用したスクワットや背中周りをほぐす腕振り
体操、足指広のば体操、脳トレと転倒予防運動として各種ラダートレーニングを取り入れ
ています。フロア全体を使ったウォーキングやボール投げもあり各曜日によって様々な体
操や運動ができるようになっています。バスで通う方もいるほど人気の体操です。

⑤ 【たのしい工作】4 月～9 月（6 開催）60 名
毎月一回の折り紙工作の会です。講師は小橋文代さん。季節を先取りした作品を心掛けて
いて 40 代～９０代の幅広い世代の方に参加いただいています。普段の生活で二時間集中
するのは難しいですが、折り紙を折っているとあっという間だと参加されている方はおっ
しゃっています。手先を動かすと脳トレになると言われますが、みなさんはとっても元気
です。
4 月「菜の花」
5 月「かえると傘」
6 月「クレマチス」
7 月「バラ」
8 月「和紙のひまわり」
9 月「リンドウ」

⑥ 【こうりゅうかん DE 映画会】4 月～9 月（６開催）53 名（5 月は中止）
毎月昔懐かしい映画を上映しています。5 月は緊急事態宣言中のためすべての行事が中
止になり映画会も開催できませんでしたが、それ以降は毎月開催できました。バスに乗
って参加される方や交流館で上映した映画会のチラシをすべて保管している人もいる
ほどです。
4 月吉永小百合主演「外科室」
６月「南太平洋」
7 月フランキー堺主演「幕末太陽傳」
7 月モンゴメリークリフト主演「日の当たる場所」
8 月マレーネデートリッヒ主演「モロッコ」
9 月オードリーヘップバーン主演「昼下がりの情事」

⑦ 【おしゃべりサロン生きがいを語る会】5 月～9 月（5 開催）３９名
利用者の方から企画提案され今年で 8 年目を迎えました。毎月楽しくおしゃべりしていま
す。区の見守りサービスやシルバー人材サービスを利用したお話、最近気になっている健
康法など参加者同士の交流の場になっています。4 月は緊急事態宣言のため中止。

⑧ 【理学療法士による正しい姿勢のつくり方】5 月・6 月（2 開催）１７名
令和元年の 1 月に開催し、2 年度から毎月一回の
講座になり今年で 3 年目をむかえました。理学療
法士の寺岡かおり先生に詳しく教えていただいて
います。女性に多い骨粗鬆症、背中が丸くなる円
背、圧迫骨折や脊柱管狭窄症など予防法や改善法、
体操のやり方など分かりやすく楽しく学んでいま
す。男性も参加する大人気講座です。4 月は緊急
事態宣言のためすべての行事が中止、7 月・8 月・
9 月は講師都合で中止になりました。

⑨ 【季節の寄せ植え講座】4 月・6 月・
9 月（1 日 2 開催・6 開催）36 名
令和元年から始まり今年で 3 年目を迎えました。
講師は樺澤智江先生です。貸室の人数制限があ
り 1 日 2 回開催しています。上手に育てると３
か月から半年近く咲き続けます。植え付けだけ
ではなく管理法まで詳しく教えていただけるの
で毎回抽選になるほど人気の講座です。

⑩ 【ふまねっと体験会】5 月・8 月（2 開催）20 名
ふまねっと体験会は平成３０年度から
開始し、今年で 4 年目を迎えました。
ＮＰＯ法人ふまねっと協会の代表理事
である薬師寺清幸先生をお招きし、楽
しく認知症予防を行っています。ふま
ねっとは 4×４のマス目を踏まないよ
うに慎重に歩くことから、踏まないネ
ット＝ふまねっと。ステップを踏む際
片足を上げることによる体重移動が重
要になり、筋肉ではなくバランス能力
が鍛えられます。数字を数えることや
歌を歌いながら決められたステップを踏んでいくことで認知機能が向上すると言われてい
ます。講師の薬師寺先生は「いい調子ですよ～」「絶好調！」と声を掛けてくれます。参
加者の方から「1 年分褒めてもらえたわ」と喜んでいただけました。

⑪ 【安楽座禅法入門】5 月・8 月（2 開催）２０名
平成２９年度から始まり、今年で 5 年目を迎えました。講師は曹洞宗僧侶であり整体師の
藤井隆英氏です。年 4 回季節毎の開催で
す。Google や IT 企業も導入しているス
トレス緩和のためのマインドフルネスは
禅を元に作られました。講座では仏教の
教えの説明があります。聞きなれた「諸
行無常」や「色即是空」などの意味を分
かりやすく教えてくれます。そして座禅
を行うための準備体操を兼ねて、身体を
ゆるめていく動作を行っていき、座禅を
始めていきます。背筋を伸ばし目は閉じ
ず半眼にします。しばらくの間呼吸に意
識を向けていくと、頭の中のおしゃべり
が収まりはじめ次第と集中していきます。
5 分～１０分の座禅がビックリするほど
長く感じる方やあっという間だったと思う方もいらっしゃいます。いつもの和室が静寂な
空間に包まれました。

⑫ 【からだの深いゆるめ方】6 月・9 月（2 開催）１６名
令和元年にスタートし今年で 3
年目を迎えました。座禅を行う
際ポイントになることは、身体
を真っすぐに保つことです。無
理して背中を真っすぐにすると
腰に負担がかかり痛くて座禅ど
ころではなくなります。先ずは
力を抜いて身体をゆるめるため
に身体をゆらしていく動作や、
力を抜いて腕を振る動作を行い
ます。力を抜いて動かしていく
と次第に身体がほぐれていきま
す。寝て行う体操やいすに座って行う体操もあります。最後は座禅をして終わりになりま
すが「体がほぐれている分、いつもより深く集中できる」という方や「力を抜くのがこん
なに難しいとは思わなかった、いままで一生懸命生きて来たからかな～」と参加された方
からご感想をいただきました。

⑬ 【スマホタブレットなんでも相談会】5 月・9 月（2 開催）１８名
令和元年より始まり今年で３年目
を迎えました。コロナ禍のためか
オンラインの相談が多くありまし
た。ZOOM やラインのテレビ電話
の使い方など。またスマホ決済、
ペイペイやｄポイントカードの使
い方、ログインの際、定期的にパ
スワードを設定したほうがいいの
か、ワード文書の改行のやり方、
見せ方など沢山の相談が寄せられ
ました。

⑭ 【習慣にしよう！正しい歯磨きとお口の体操】7 月（1 開催）9 名
令和 2 年度から開始し 2 年目を迎えました。
歯科衛生士の古賀登志子先生です。コロナ禍
で一番打撃を受けたのが８０代以上の女性だ
そうです。外出はできない・人と会っておし
ゃべりができないとなると身体はもちろんの
ことお口の衰えも相当あります。おしゃべり
することによって唾液が多く出て口輪筋を動
かす為精神衛生上とてもいいそうです。マス

クの下でも笑顔を保つのが大事だそうです。
古賀先生は分かりやすく笑いを交えながら教
えてくれました。

⑮ 【防災講座はじめの 8 歩目】9 月（1 開催）4 名
文京区役所防災課の小林先生に来ていた
だきました。今回で 8 回目の防災講座で
すが、初の水害について学びました。今
はマンションに住む方も多いですが、令
和元年の台風 19 号では広範囲で内水氾
濫等が発生し浸水区域内のタワーマンシ
ョンの一部では、電源設備が浸水したこ
とにより、一週間以上電気や水道が 途絶

え、施設等の耐水化が課題となりました。マンションに住んでいて自宅の浸水は免れて
もライフラインが止まってしまう恐れがあること、今後も増える台風の被害の備えとし
て水と食料、簡易トイレの準備についてのお話がありました。

⑯ 【生ごみは宝物・自宅で出来る堆肥のつくり方】9 月（1 開催）4 名
近年 SDGS という言葉をよく聞きます。
持続可能な開発目標を意味しています。

この「持続可能な」というのは、今だけ
でなく、将来にわたって地球環境を失う
ことなく維持しつづけていくこと。１７
ある目標は大変そうに見えますが先ず
はできることから始めてみるのがいい
のかもしれません。そこで「生ごみは宝
物・自宅でできる堆肥のつくり方」がス
タートしました。文京区在住の NPO 法
人緑のごみ銀行を主催している松本美
智子さんに来ていただきました。まず家庭ごみの
野菜くずをビニール袋に入れ、米ぬかをまぶし空
気が入らないようにしっかりと結び、ある程度の
量がたまったら、発泡スチロールの箱に古い土と
米ぬかを混ぜた野菜くずを入れて、一か月に一回
程度かき混ぜ 3 カ月から半年したらふかふかの
栄養分の高い土が出来上がります。今回は野菜く
ずに米ぬかを混ぜて終了になりました。参加者の
方の中には以前生ごみ堆肥つくりにチャレンジ
して失敗している方もいて質問も多く飛び交う和やかな会になりました。

⑰ 【利用者懇談会】4 月・7 月（2 開催）合計１２名
3 カ月に一回ペースで開催している利用者懇談会です。主な参加者は高齢者クラブの役
員のみなさんです。交流館が以前のようには使えずクラブの活動にも影響が出ているこ
と、毎年開催した高齢者クラブと共同の「敬老の日の集い」ですが昨年は中止になりま
したが、今年は輪投げ大会に変更になりました。クラブの会員さんで今年になって体力
が大幅に減少した方がいるそうです。交流館で開催しているポールウォーキングはポー
ルを使って歩くため 4 本足で歩くように安定した歩きが出来ることをみなさんにお伝
えしました。優先団体の日程の話し合いも兼ねて行われるので、会長さんや役員さん同
士は顔見知りで世間話をしながら和やかに行われています。

⑱ 交流事業①②【戦争体験を語り伝え合う会】7 月（2 開催）12 名
駒込高校の生徒さんから戦争当時の暮らしが
知りたいと問い合わせがあり、交流館の利用
者で戦争を経験されている清水さんご夫婦を
ご紹介しました。7 月はコロナの感染が多く
高校生と会うことはできませんでしたが 2 日
間に渡りリモートで聞き取りを行いました。
女子高生 2 名の質問を清水さんご夫婦が答え
ます。「戦争当時一番のごちそうは？」「ど
んなことをして一日を過ごしていましたか」
「お二人の出会いは」など生活に密着した質
問に笑顔で答えているのが印象的でした。そしてその様子を NHK が取材し E テレの「沼
にハマって聞いてみた」で放送されました。

⑲ 交流事業③【おりがみ工作】8 月（1 開催）育成室の子ども 16 名
交流館の折り紙工作に参加している方にボラ
ンティアで参加していただきました。育成室
の児童（男子 2 名、女子 14 名）と一緒に駒
とワンピースを作りました。駒の柄やワンピ
ースの模様、リボンなど自分好みで選ぶこと
ができるのでとっても楽しそうでした。一人
2 個ほどの駒とワンピースを折る予定でした
が、覚えてしまうと 6 個や 7 個と折ってしま
う児童もいるほど大変好評でした。

⑳ 交流事業④【祝・敬老の日輪投げ大会】9 月（1 開催）35 名
コロナ禍の中多くの事業は中止や縮小にな
りましたが、今年は親睦を兼ねた集りは極力
中止にせず、人数は少なく短時間で行うこと
を目標にしました。毎年大勢参加する「敬老
の日の集い」から「輪投げ大会」に変更にな
りましたが開催できたことは素晴らしいこ
とです。高齢者クラブ 4 団体 35 名が参加し
ました。「久しぶり、元気だった」と方々で
声が聞こえました。

