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　新型コロナウイルスが日本で初めて感染確認されてから1年半以上が経ちます。その間、
緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、医療警報等が次々と発出され、かがやきひろば吉田も、
昨年度は、4月から約2か月間休館としました。
　また、吉田町の夏祭り、町民大運動会、文化祭、成人式等の大きなイベントも軒並み中止
となりました。
　令和3年度に入って、4月は休館にしましたが、5月から各種講座が始まっています。
　幸い、どの講座も好評でたくさんの方にご応募いただき、お断りする場面もありますが、
新規の方を優先し、より多くの方にご利用いただくこととしています。
　感染症対策を取りながら、少しでも元気が出る事業を展開してまいりたいと考えています。
　さて、皆さんは「フレイル」という言葉をご存知でしょうか。
　フレイルとは、「健康」と「介護が必要な状態」の中間で、対策をすれば健康になること
ができる状態のことです。
　長野市では、多くの方が100歳まで健康で元気に暮らすことを目指し、フレイル予防に取
り組んでいます。
　そのためには、「身体活動・運動」「食生活」「歯科・口腔」「社会参加・活動・こころ」の
４つの分野に正しく対応することが大切です。
　かがやきひろば吉田でも、上記の４分野に対応した講座を開設し、楽しんでいただきなが
ら、フレイル予防に取り組んでいます。
　大規模災害が増加する昨今、地域内での災害への備えが重要になってきています。
　また、少子高齢化に伴い独居世帯が増え、近隣との付き合いも希薄となっています。
　もしもの時のため、予め情報交換や絆を深める「場所」がとても大切だと思います。その「場
所」として、かがやきひろば吉田を多くの方にご利用いただきたいと考えています。
　マスク姿が当たり前になり、遠出や人ごみを避ける我慢の生活が続いていますが、ようや
くワクチン接種が始まりました。
　マスクを外した従来の平穏な日々が来ることを期待し、皆様のご来館をお待ちしています。

かがやきひろば吉田 所長　大　平　靖　長

元気にコロナの時代を生きる
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令和３年度生きがいづくり講座活動中

　かがやきひろば吉田では、高齢者の健康増進や教養の向上、そして仲間づくりを目的に多彩な講
座を開催しています。コロナ禍ではありますが、受講生一人ひとりに感染予防対策にご協力をお願
いし、笑顔で安心して受講できる講座になるよう心がけています。
　ところで、講座には男性の受講生が少ないように思います。どうしてかな？と思い、今年度初め
て受講する男性の方に講座への思いなどを伺ってみました。コロナ禍でも健康増進や意欲的に学ぶ
ことに対する熱い思いが伝わってきました。男性の皆さん！あなたの受講をお待ちしています。

　太　極　拳
　体力の低下を防げない為、何かよいものはないかと探し、太極拳が
フレイル予防に活用されていることを知り、自宅から近いので申し込
みました。初回の講座で、先生がわかりやすく肩、腕の抜き方を
一人一人に指導してくださり、体感体得できました。
これからも楽しく交流と、学びを深めていきたいと思います。　　（T）

　現在のような状況の中（コロナ禍）でまず講座を開催していただいたこ
とに感謝です。食材の無駄について日々思いがあり、男性も料理法を学ぶ
事により、日々の生活の円滑と充足感が得られると思い、受講を決めました。
ヘルシー料理という言葉のとおり、簡素と難しさを楽しめる事ができるよ
うに、料理を学びたいと思っております。　（相田　守章）

　絵　手　紙
　新聞でよく見かけていましたが、絵を描くことは大の苦手で不安な気持
ちでしたが先生から「上手に描こうとしない、下手でいい、筆に集中して
書くことで、絵手紙をいただいた相手に必ずその気持ちが伝わる」のその
言葉に”よし！描いてみよう”という気持ちになりました。先生や講座の
人達も親切に教えてくださり楽しい時間を過ごしています。　　　　（M）

　健康の維持増進のために、そしてまた、あのゆったりと流れるような所作、
中国三千年の奥義にもふれてみたい。そんな気持ちで太極拳講座に受講を
希望しました。だが実際やってみると思いのほか難しい。しかし、適度の
負担は無く未知の動きが面白く心地よい。原山先生のご指導のもと講座の
雰囲気もよい。頑張ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K）

ヘルシー料理講座よりおすすめの一品　

お料理が大好きな
大平所長も

つくってみました！

とってもおいしく
おつまみにも最高!!

ちょっとアレンジしたり
楽しんでいます。

＊酢・レモン汁はお好みで調整してね！

講座へのおもいは
・・

男性の声特集!!

ヘルシー料理

太　極　拳
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フレイル予防講座 気になる噂の操体法
操体操とは・・・
　何々病を治すという発想ではなく、毎日あたり前のように繰り返し行われている普段の動作に
無理があったり、食事のとり方が不適切だったり、気づかないうちにやっているクセなど・・・
日常生活の間違いからおこる「体の歪み」を正し、病気になりにくい体づくりを目指す健康法です。

　操体法は、自分で動いてみて楽な動きを見つけ「無理しないで気持ち良い方に動く」ことが基本。
頑張らないとできないキツイ筋肉トレーニングなどとは違い、体を痛めつけることはしません。
「頑張ったり、痛いことはしない」のに、体が整うことを体感して欲しいと思います。
健康で毎日気持ちよく生活できるようになるといいですね！

★基本の運動を・・・ちょっとTRY!してみませんか？
　　＊無理をしないで　息をはきながら、ゆっくり動いてね！

　　＊一回やったら　一、二呼吸ゆっくり休む　そのほうが効果的！！　

ひざ立て

体の歪みを治すときは、足から治すのが
原則。肩こりも首の痛みも足を動かして
いると楽になる。人間のからだは建物が
立ち上がった状態なので、足首、膝、腰
股関節にムリがかかりやすい。

四つん這い

自分で動いてみて、どこかおかしいとこ
ろがないか自分の身体に問いかけてみる。
おかしいところ、動かしにくい方向（異
常感覚や違和感）があったら、ラクな気
持ちのよいほうへ動かしてやる。

＊受講しての感想は・・・
　カラダの左側が特にゆがみがあるので、左肩が痛く　両足の冷え性で悩
んでいました。今回の受講では楽しい先生のもと、足の大切さを学びました。
　まず、足の裏に感謝して、手の指を足の指の間に入れて、指先をほぐ
したら足裏がポカポカしてきました。足踏み、大きく手を振って30回は、
なにかカラダ全体が軽くなりました。とても受講が楽しみです。（K）

足踏み（30〜 50回）

　正面の一点を見つめ、膝と背骨をピンと伸
ばし顎を引く。膝を直角になるほど高く上げ
足の裏全体で強くドンドン足踏みする。
手は大きく振る。足は親ゆび側を意識し、
手は小指を少し握るようにするとよい。
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　かがやきひろば吉田の各種講座を受講していただきありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症防止策として、マスクの着用・手指消毒・検温や換気、会場使用後の消
毒などお願いしていますが、皆さんが笑顔で対応していただきありがとうございます。
　ところで、週刊長野に「ことばの花かご　は行のことば　マスクがはずして笑える日」という記
事が掲載されていました。コロナが収束し、この記事のような日常生活に一日でも早くくるといい
ですよね。そんな気持ちを、ちょっとだけたなばたさま（星）にお願いしたいと思いました。

◎日々雑感◎

多彩な内容・講師による講座のご案内
かがやきひろば吉田　　電話　263－6806

9月15日（水）・10月6日（水）11月24日（水）

真田宝物館の３名の女性講師による
真田家・松代藩の歴史・資料に基づくお話

歴　史　講　座

善光寺表参道には秘められた歴史がいっぱい！
プロジェクターシアターで、表参道をお・さ・ん・ぽ

善光寺表参道　～歴史こぼればなし～
10月27日（水）

やさしい色合いで、季節の果実を描きます
その色合いにこころもほっこり

はじめてのパステル画
10月12日（火）

長野市○○地域にある不思議な大地
その謎を紐解くと・・（なるほどそうだったのか）

長　野　の　大　地
12月1日（水）

詳細につきましては、回覧でご案内いたしますので、ご覧ください

“自分のお口の状態を知って健康に”のお知らせ
＜長野市地域包括ケア推進課　ホームページより＞

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとした生活習慣で 

健康なお口
く ち

に！ 

1日 3食 
しっかり 

噛んで食べる 
早口言葉や歌 
に挑戦！ 

 

噛んで食べる

 
ひとくち 30回を目標に！ 
歯ごたえのある食材も！ 

あいさつが会話のきっかけに。 
電話も活用して話す機会を 

増やそう！ 

自宅なら 
大きな声でも安心！ 

あいさつや会話を 
心掛けよう 

 

 今日から実践できる！ 

歯と口
く ち

の健康 ワンポイントアドバイス！ 

 

心掛けよう

対象者 ： ６５歳以上 
訪問者 ： 地域包括ケア推進課 歯科衛生士 
回 数  ： １回～（状況や希望に応じて 2回以上も可） 

時 間  ： １回 ３０分～１時間程度 
費 用  ：  無料 
内 容  ： 個々の状態に合わせた、口腔体操やマッサージの方法、 

歯や入れ歯のお手入れ方法などのアドバイス 
＊電話相談も可能です。 

    （歯科衛生士が業務等で不在の場合は、ご連絡先を伺い改めてご連絡します。） 
＊介護認定のある方は、担当ケアマネジャーへご相談ください。 

 

「訪問歯科相談」のご案内 

 

心掛けよう

問い合わせ先 
長野市地域包括ケア推進課  

歯科衛生士 吉野  
TEL 224-7873 

歯や口
くち

の健康を維持していくためには、毎食後、寝る前の歯みがきや入れ歯のお手入れ

はとても大切です。それだけではなく、日常生活のちょっとした工夫や意識が、歯や口
くち

を

健康にすることにつながります。 

上記のことは、いずれも口
く ち

の周り（舌・頬・口唇・のど・アゴ）をとても使う動作 

です。口
く ち

の周りを意識的に、動かすことで、かむ力や飲み込む力がつきます。 

また、だ液がよく出るようになり、口
く ち

の中がきれいになるなど、歯や口
く ち

の健康に 

とって良い効果が期待できます！できることから、取り組んでみませんか？ 

 

 
 

 

 新型コロナウイルス感染症による活動自粛のため、人と会話をする機会が減ると、

口の周り、舌やノドの筋力が低下しやすくなります。むせが増える、誤嚥性肺炎の

危険性など、食生活や健康に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。 

 下のチェックシートでお口の状況を確認してみましょう。 

次の質問で該当する部分に  チェックをつけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ぐらぐら動く歯がある   口の中がネバネバする 

 しみる歯・痛い歯がある   口の中、舌の表面がかわく 

 歯みがきのときに出血する   口臭が気になる 

 入れ歯が欠けた・割れた   噛めない食品が増えた 

 入れ歯がゆるい・外れやすい   食事中むせる・食後ガラガラ声になる 

 入れ歯が当たって痛い   口から食べ物がこぼれることがある 

 年に 1回以上歯科受診をしていない   口や舌がうまく動かずしゃべりにくい 

該当した項目が1つでもあった場合は、一度、歯科医院へ相談いただくか、歯科衛生士

に相談してみましょう。 

「オーラルフレイル」とは、口
くち

の周りの筋力低下や歯の本数が減ることなどによる

「口
く ち

のささいな衰え」のことです。オーラルフレイルをそのまま放っておくと、栄養

不足や心身の機能低下を引き起こす可能性があるため、早めに気づき、適切な対

処をすることで、再び健康な状態に戻すことができます。 

く ち

「オーラルフレイル」って何？？ 

「お口
く ち

のフレイル」の始まりはこの辺りから 

要介護 

フレイル 
（虚弱） 

加齢 

 

フレイル（Frailty）＝虚弱 
 
フレイルとは、加齢により
心身の活力（筋力、認知
機能、社会とのつながりな
ど）が低下した状態をいい
ます 

東京大学 高齢者社会総合研究機構・飯島勝矢：作図を基に作成 

心身 

の 

能力 

プレフレイル 
（前虚弱） 

健康 
 

 
ル

 

 

 

 

オーラルフレイル予防！健口
けんこう

セルフチェック

シート 

 

市では、歯科衛生士が電話や訪問による相談を随時お受けします。詳細は裏面をご覧ください。 
 お問い合せ先　長野市地域包括ケア推進課　電話　224-7873


