
 

 桜井市の４つの地域包括支援センターが主催する、桜井市４包括合

同健康教室で、運動指導事業と栄養指導事業を実施しました。 

 

 第１部は、「誤嚥にナラん！体操」をメインにした運動指導です。

最初は、筋トレ体操です。椅子を使ったスクワット。椅子に座ったま

までのつま先あげ、大腿部の筋肉などを強化します。転倒防止にもな

るので、皆さん熱心です。 

 

続いて、名前が決まったばかりの、高齢者に多い誤嚥性肺炎予防し、

健康寿命を延ばすための「誤嚥にナラん！体操」の実践です。この体

操は、首のストレッチングや腰のストレッチング、フォワードランジ、

ボックスステップなどの様々な要素から構成されていて、“誤嚥しに

くい体”と同時に“転倒しにくい体”を作るように工夫されています。

みなさん、ＤＶＤの映像を見ながら、インストラクターの動きに合わ

せてチャレンジです。難しい動きの所は、特に盛り上がります。みん

なで、楽しみながら、画面を見て繰り返すと、動き方がわかってきま

すね！ 

 

第２部は栄養指導。参加された方が自分の食事の内容から塩分をチ

ェックし、減塩生活をおくるコツを学びました。 

 

健康寿命を伸ばすコツが見つかるとよいですね。 

桜井市で「運動指導・栄養指導」実施 

 

１１５ 

■ 主催  

桜井市４地域包括支援センター 

■ 協力 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■桜井市役所２階大会議室 

 

■2014/09/03 14:00～15:30 

 

■運動指導  株式会社ルネサンス 

 

■参加者 ５６名 

（うち７５歳以上２１名） 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

 
号 

２０１４／０９／０３ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

桜井市４包括合同健康教室 
 

「誤嚥にナラん！体操」 

栄養指導（減塩生活をおくるコツ） 



 

 御所市の幸町老人憩いの家で開催された幸町老人会が主催し、御所

市地域包括支援センターが協力する健康生きがい教室で、運動指導事

業を実施しました。 

 

 まず、健康寿命を伸ばし、いつまでも若々しく元気に暮らすための

運動について学習します。平均寿命と健康寿命との差は約１０歳もあ

るそうです。寝たきりや要介護状態の大きな要因となるロコモティブ

シンドローム（運動器症候群）を予防し、身体機能をアップさせる必

要があります。 

 

続いて、運動の実践です。つま先の曲げ伸ばし、転倒を予防するこ

とに役立ちます。太ももを伸ばす運動。すべて、畳に座ったままでで

きます。 

最後に、名前が決まったばかりの、高齢者に多い誤嚥性肺炎予防し、

健康寿命を延ばすための「誤嚥にナラん！体操」を実践します。この

体操は、首のストレッチングや腰のストレッチング、フォワードラン

ジ、ボックスステップなどの様々な要素から構成されていて、“誤嚥

しにくい体”と同時に“転倒しにくい体”を作るように工夫されてい

ます。 

難しい動きは、ＤＶＤの映像を見ながら、インストラクターに合わ

せて何度も繰り返します。今日は、みんなで、楽しみながら、取り組

むことができました！ 

 

 

 

御所市で「運動指導」を実施しました！ 

 

１１６ 

■ 主催  

幸町老人会 

■ 協力 

御所市地域包括支援センター 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■御所市幸町老人憩いの家 

 

■2014/09/09 10:00～11:30 

 

■運動指導  株式会社ルネサンス 

 

■参加者 ２２名 

（うち７５歳以上１７名） 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

 
号 

２０１４／０９／０９ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

健康生きがい教室 
 

転倒予防のストレッチ 

誤嚥にナラん！体操 



五條市地域包括支援センターと連携して、今回は午前と午後の部に

分けての歯科健診＆口腔ケア指導事業を実施しました。 

 

まず、はじめに口腔状態などについての問診票を各自で記入いただ

いた後、五條市歯科医師会の松田歯科医師によりそれぞれ口腔内を診

査していただきました。 

それぞれの口腔の状態（義歯等）に応じたキメの細かいチェックと

ともに、正しい義歯の手入れの方法や普段から使われている歯ブラシ

のチックをして頂き、交換時期などのアドバイスをされていました。 

また、受診された方々の中には、口腔内の状態に関して悩んでいる

ことなど、色々と先生にご相談されていました。 

 

歯科健診の後は、しっかり噛んで食べることの重要性のお話の他、

口腔機能を良好な状態に保つための「健口体操」を紹介され、効果的

に行える入浴中などにすることを勧められていました。 

 

最後に先生との意見会では、「寝る時は入れ歯を外す方が良いの

か？」などの質問をされ、先生の考えでは、基本的には外して寝る方

が良いと考えられるが、口腔内の乾燥する方などは、寝る前に入れ歯

のケアをしっかり行うなど、自身に合う方法で行えばよいと指導され

ていました。 

 

健診を担当いただいた松田先生によると、「本日の受診者の皆さん

は、口腔の状態の良好でした。この状態を１００歳まで維持できるよ

う、定期的な歯科健診の受診をしていただきたい。」とのことでした。 

 

五條市で「歯科健診」を実施 

 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

１１７ 
 

■ 主催  

五條市 地域包括支援センター 

■ 協力 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■西吉野コミュニティーセンター 

 

■2014/09/11 10:15～15:00 

 

■歯科医師    松田 一彦 

■歯科衛生士   松田 理恵 

 

■参加者 １２名 

（うち７５歳以上１０名） 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

 
号 

２０１４／０９／１１ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

五條市 ふれあい事業 
 

歯科健診＆口腔ケア 

松田先生との質問会 



 

 大淀町役場内の会議室で開催された“元気倶楽部６５”で、運動指

導事業を実施しました。 

 

 まず、脳トレ体操から。グーパーチェンジから始めます。ジャンケ

ンのグーチョキパーを、決められたジェスチャーで表現。意外に難し

いです。最後に、赤は頭・青は肩・黄色は胸・緑は膝と体の部位と色

を対応させて、インストラクターが言った色の体の部位をたたく脳ト

レ体操をしました。 

 

続いて、ストレッチ。肩を回す運動から。首、背中、太ももと座っ

たままで行います。これだけで体がぽかぽかとあたたまってきます。 

 

最後に、７月に名前が決まったばかりの、高齢者に多い誤嚥性肺炎

予防し、健康寿命を延ばす目的で作られた「誤嚥にナラん！体操」を

練習しました。この体操は、首のストレッチングや腰のストレッチン

グ、斜め４方向ステップ、壁押し運動、フォワードランジ、ボックス

ステップなどのいろいろな要素から構成されています。体操を実践す

ることで“誤嚥しにくい体”と同時に“転倒しにくい体”を作ること

ができるように工夫されています。 

難しい動きも含まれていますので、ＤＶＤの映像を見ながら、イン

ストラクターの動きに合わせて何度も練習を繰り返しました。今日の

運動の中から、一つでも続ける事ができると良いですね！ 

 

 

 

大淀町で「運動指導」を実施しました！ 

 

１１８ 

■ 主催  

大淀町ほけん課 

■ 協力 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■大淀町役場会議室 

 

■2014/09/12 14:00～15:00 

 

■運動指導  株式会社ルネサンス 

 

■参加者１１名 

（うち７５歳以上３名） 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

 
号 

２０１４／０９／１２ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

元気倶楽部６５ 
 

脳トレ（グーパーチェンジ） 

ストレッチ（肩を回す運動） 



 

 下市町が主催する「～おたっしゃ下市 笑いの集い～」におい

て足首角度の測定と口腔指導を実施しました。 

 

この日は、下市町の高齢者の方々が、大道芸、演歌、漫談を楽し

む集いです。 

 

実行委員会からは、会場ロビーにおいて、「転倒予防コーナー」

で、つま先の上がる角度で、転倒しやすさを知ることができる足首

角度測定を実施しました。（下市町の足指圧測定と同時実施です）   

 

また、「お口の健康コーナー」では、“健口くん”を使ったオーラ

ルディアドコキネシス（パ・タ・カの音節の交互反復運動をできる

だけ速く行わせて，１秒間に何回発音できかカウントするもの）や

口腔機能アンケート等による口腔機能のチェックと、日頃お口の状

態に関して気になることなどについて、個別相談を実施しました。 

（下市町と実行委員会の派遣による歯科衛生士２名で実施です） 

 

当日の会場は、大道芸や演歌や漫談などを楽しみに来場された高齢

者の方々が、その合間に、ご自身の健康状態についても様々なチェッ

クをしていただけるので、限られた時間や場所を工夫して、日々の健

康づくりの大切さを意識してもらえる集いとなっていました。 

 

 

 

 

下市町で足首角度測定・口腔指導実施 

 

１１９ 

■ 主催  

下市町 

■ 協力 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■下市町観光文化センター 

 

■2014/09/13 午前・午後 

 

■口腔指導 竹田ゆかり歯科衛生士 

        （実行委員会派遣） 

足首角度測定  株式会社ルネサンス 

 

■参加者 午前 １６７名 

 午後 ２１５名 

  計 ３８２名 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

 
号 

２０１４／０９／１３ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

～おたっしゃ下市 笑いの集い～ 
 

体力測定（足首測定） 

口腔機能チェック 



 

 田原本町の多自治会館で開催された“多健康体操教室”で、栄養指

導と運動指導事業を実施しました。 

 

まず、低栄養について学びます。年齢を重ねると消化の働きが衰え、

食事量が減り、知らず知らずに低栄養になってしまいがち。低栄養に

なると体力や免疫力が落ちて、寝たきりの原因にもなります。 

続いて、私たちの食事の塩分について学びます。いろんな料理に含

まれる塩分について学びます。意外に多くの塩分を取っていてびっく

りです。私たちが普通に食べている食事は、塩分がどうしても多くな

りがち。意識して塩分を減らす必要があります。 

 

そして、運動指導です。まず、脳トレ体操から。グーパーチェンジ

から始めます。右手と左手が違う動きをすることで脳を活性化させま

す。 

続いて、ストレッチ。肩を回す運動から。首、背中、太ももと椅子

に座ったままで行います。 

バランスディスクを使った運動をしてから、最後に、高齢者に多い

誤嚥性肺炎予防し、健康寿命を延ばす目的で作られた「誤嚥にナラ

ん！体操」を練習しました。この教室では、試作版の時代から２年間

実践しているとのことで、みなさん、うまい！「前と、この運動の所

が変わったね！」と気がついていただけました。  

難しい動きもＤＶＤの映像を見ながら、インストラクターの動きに

合わせて練習できました！ 

 

 

田原本町で栄養指導・運動指導を実施！ 

 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

１２０ 

■ 主催  

多健康体操教室 

■ 協力 

田原本町地域包括支援センター 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■多自治会館 

 

■2014/09/17 9:00～10:30 

 

■運動指導  株式会社ルネサンス 

 

■参加者１１名 

（うち７５歳以上３名） 

 
号 

２０１４／０９／１７ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

多健康体操教室 
 

バランスディスクを使った運動 

誤嚥にナラん！体操 



 

 川西町の介護予防事業との連携により、歯科健診事業と運動指導

事業を実施しました。 

 

歯科健診・指導は、町の口腔機能向上に関する介護予防事業として

の実施です。 

 

当初、参加者４名の予定だったのですが、他の用事でセンターを訪

れた方々が、次々、飛び入りで参加を申し出られたため、最終的には

９名の方に参加していただくことができました。 

 

人数が倍に増えてしまったのですが、予定通り、歯科医師と歯科衛

生士による時間をかけて、口の模型を使っての正しい歯の磨き方と歯

周病予防など、それぞれの口腔状態に応じたキメの細かい健診と指導

を行うことができました。 

 

検診と指導のメニューを終えて帰られるときには、パンフレット等

とともに、お口の状態にあった歯ブラシや歯磨きなども持って帰って

いただきました。受診前に問診票やアンケートなどたくさん記入いた

だいて、お手間を取らせましたが、これからのお口の健康の維持・増

進につながるとよいですね。 

 

 

 

 

 

川西町で歯科健診・指導を実施！ 

 

１２１ 

■ 主催  

川西町健康福祉課介護・高齢室 

■ 協力 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■川西町保健センター 

 

■2014/09/18 13:00～15:00 

 

■歯科健診・指導  岡澤歯科医師 

         仁義歯科衛生士 

         寺口歯科衛生士 

 

■参加者  8名 

（うち７５歳以上 ２名） 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

 
号 

２０１４／０９／１８ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

歯科健診・指導 
 

歯科医師による健診 

歯科衛生士による口腔ケアの指導 



 今年も、大淀町ほけん課のご協力で、町老人クラブ連合会総会

＆高齢者福祉大会の会場において、脳トレエクササイズ、ストレ

ッチの運動指導を実施しました。 

 

３０分の短い指導なのですが、約７００名の高齢者が集まられた

大ホールで、指導スタッフもステージ３名、会場７名の総勢１０名

となりました。 

 

まず、脳トレ体操です。グーパーチェンジやジェスチャーでジャ

ンケンなど、「左右での異なる動き」、「瞬時の判断運動」、「記憶力」

など、脳の混乱をうまく刺激に繋げるような「間違えることが楽し

い」エクササイズに、会場が一体となって、元気な笑顔いっぱいで

チャレンジされていました。 

 

続いて、ホール会場に着席されたままでできる、あまり大きな動

きにならない、上半身中心の腰痛や肩こりに効くストレッチ。運動

（首、肩、背中、胸、脇腹など）などを中心に行いました。 

 

いつもは、地域のサロンや集会所での指導が多いので、大ホールで

の指導はどうなるのかと思っていましたが、盛況のうちに終えること

ができました。運動の資料も配っていますので、ご自宅でも続けるこ

とができると良いですね。 

 

 

 

 

大淀町で運動指導を実施しました！ 

 

１２２ 

■ 主催  

大淀町老人クラブ連合会 

■ 協力 

大淀町ほけん課 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■大淀町文化会館 あらかしホール 

 

■2014/09/19 11:00～11:30 

 

■運動指導  株式会社ルネサンス 

 

■参加者  約７００名 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

 
号 

２０１４／０９／１９ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

大淀町老人クラブ連合会総会 
大淀町高齢者福祉大会 
 

脳トレ（グーパーチェンジ） 

椅子に座って出来るストレッチ 



 

 香芝市地域包括支援センターが協力する、南良福寺公民館で開催さ

れた「常盤会」にお邪魔して、運動指導事業を実施しました。この日

は、お誕生日会だとのことで、誕生日のお祝いに続いての運動の実施

です。 

 

 まずは、脳トレ体操から。グーパーチェンジや数数えで脳の活性化

を図ります。みなさん、笑顔で取り組みます。これだけで、体が温ま

ってきました。 

 

次に、ストレッチです。椅子に座ったままで、肩を回したり、腰を

回したり。体もほぐれてきました。 

 

最後に、名前が決まったばかりの、高齢者に多い誤嚥性肺炎予防し、

健康寿命を延ばすための「誤嚥にナラん！体操」を実践します。この

体操は、首のストレッチングや腰のストレッチング、フォワードラン

ジ、ボックスステップなど、誤嚥予防や転倒予防だけでなく脳トレの

要素など様々な要素から構成されていて、“誤嚥しにくい体”と同時

に“転倒しにくい体”を作るように工夫されています。 

 

みなさん、ＤＶＤの映像を見ながら、インストラクターの動きに合

わせてチャレンジしました。難しい動きの所は、混乱しますが、それ

が楽しく、特に盛り上がります。みんなで、楽しみながら、画面を見

て繰り返しました。すてきな誕生日プレゼントだと思っていただけた

らうれしいです！ 

 

香芝市で「運動指導」を実施しました 

 

１２３ 

■協力  

香芝市地域包括支援センター 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■南良福寺公民館 

 

■2014/09/21 14:00～15:00 

 

■運動指導  株式会社ルネサンス 

 

■参加者３０名 

（うち７５歳以上１７名） 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

 
号 

２０１４／０９／２１ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

南良福寺常盤会 
 

脳トレ（指折り数えで脳を活性） 

誤嚥にナラん！体操 



 

 地域包括支援センターひかりが協力する、桜井市高齢者総合福祉セ

ンター（竜吟荘）で開催された「箸中福寿会」にお邪魔して、運動指

導事業を実施しました。 

 

 今日は、午前中から竜吟荘にお越しになり、お風呂や食事を楽しま

れていたとのことで、座っての体操を中心にしました。 

 

まずは、脳トレ体操から。グー、パーと右手と左手で異なる動きを

したり、右手と左手で異なる動きをしながらじゃんけんをしたり、る

「グーパーチェンジ」。単純な動きですが、左右異なる動きは結構難

しく、脳を活性化させていきます。 

 

続いてストレッチ、椅子を使って、筋肉を伸ばしました。腰を回転

させたり、上半身を中心に伸ばしていきます。 

 

そして、いよいよ高齢者に多い誤嚥性肺炎予防し、健康寿命を延ば

すための誤嚥にナラん！体操の実践です。椅子に座ったままで行うバ

ージョンを実践しました。「この体操は、首のストレッチングや腰の

ストレッチング、フォワードランジ、ボックスステップなどの様々な

要素から構成されていて、“誤嚥しにくい体”と同時に“転倒しにく

い体”を作るように工夫されています。 

ＤＶＤの映像を見ながら、インストラクターに合わせて何度も繰り

返しました。楽しい一日の締めくくりになっていたらいいですね。 

 

 

桜井市で「運動指導」を実施しました 

 

１２４ 

■協力  

地域包括支援センターひかり 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■桜井市高齢者総合福祉センター 

 （竜吟荘） 

 

■2014/09/25 14:00～15:30 

 

■運動指導  株式会社ルネサンス 

 

■参加者３０名 

（うち７５歳以上２５名） 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

 
号 

２０１４／０９／２５ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

箸中福寿会 
 

座っての「誤嚥にナラん！体操」 

運動実施前のバイタルチェック 



  

元気で長生きをモットーに「平均寿命、健康寿命ともに世界一の

日本」をスローガンとして、健康フェスティバル「健康は自分で作

れる、作る」が開催され、当日は各ブースで消防隊による人命救助

の実演や警察官の音楽隊による演奏など様々なイベントの催しが

されました。 

その中で、今回開会式後に奈良県で行っている健康長寿の取組の

一環として行っている誤嚥予防の体操「誤嚥にナラん！体操」紹介

させていただきました。 

 

まず、脳トレ体操です。「左右での異なる動き」、「瞬時の判断運

動」、「記憶力」など、脳の混乱をうまく刺激に繋げるような脳トレ

体操で「間違えることが楽しい」エクササイズになっています。 

会場では、一体となって、皆さん元気いっぱいにチャレンジされ

ていました。 

 

最後に、メインの“誤嚥しにくい体”と“転倒しにくい体”作るた

めに考案した「誤嚥にナラん！体操」を行いましたが、開会式会場

では椅子の設置がされていたため、運動指導員が立って体操が出来

る方については、ホール後方の広場に移動をお願いすると、ほとん

ど全員の方が後方に移動され、ＤＶＤの映像を見ながら、インスト

ラクターの動きに合わせて複雑な動きなどを熱心に練習されている

姿が印象的てきでした。 

 

 

 

御所市で運動指導を実施しました！ 

 

 

１２５ 

■ 主催  

奈良県地域婦人団体連絡協議会 

■ 協力 

御所市地域婦人団体連絡協議会 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■御所市 アザレアホール 

 

■2014/09/27 11:00～11:30 

 

■運動指導  株式会社ルネサンス 

 

■参加者  60名 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

 
号 

２０１４／０９／２７ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

健康づくりフェスティバル 
 

脳トレ（グーパーチェンジ） 

誤嚥にナラん！体操 



 桜井市地域包括支援センターきずなが協力する、朝倉台集会所で開

催された 「朝倉台盛春クラブ」において、栄養事業を実施しました。 

 

今日は、１時間と時間が比較的長いので、まず、脳トレ体操で頭の

活性化から始めました。両手を握って数を数えながら２０回パンチ。

続いて、３の倍数の所をａｂｃやアイウエオに置き換えて数を数えま

す。数字を飛ばすことを忘れてしまいそうになります。適度な混乱が

脳の活性化に繋がります。 

 

そして、本日の主題である、栄養指導です。６５才以上の高齢者に

必要な低栄養の予防。体力、筋力の低下を防ぐためには、低栄養を回

避する必要が会うことを学びます。また、高血圧を防ぐために食塩の

摂取を控えめにすることや、体に必要な栄養素をバランスよく採るこ

と、食品に含まれている栄養素とともに学習します。 

これらは、健康寿命を伸ばし、日本人の平均で１０才程度あるとさ

れる平均寿命と健康寿命の差を縮めるために必要です。 

 

参加者の方々からは、積極的に質問も活発で、盛況のうちに指導を

終えることができました。 

 

 

 

 

 

 

桜井市で「栄養指導」を実施しました！ 

 

１２６ 

■協力  

桜井市地域包括支援センターきずな 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■桜井市 朝倉台集会所 

 

■2014/09/30 10:00～11:00 

 

■栄養指導  株式会社ルネサンス 

 

■参加者１４名 

（うち75歳以上４名） 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

 
号 

２０１４／０９／３０ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

朝倉台盛春クラブ 
 
 

栄 養 指 導！ 

脳トレ（グーパーチェンジ） 



 奈良県老人クラブ連合会が主催する、奈良県社会福祉総合センター

で開催された「奈良県老連大学」において、口腔指導事業を実施しま

した。歯と口腔の健康づくりについて、約２時間、講義＆実践指導

です。 

 

前半は講義中心で、口腔ケアの効果として、むし歯や歯周病予防

の他、風邪やインフルエンザの予防、誤嚥性肺炎の予防、認知症の

予防、元気な身体の維持などに繋がること。歯が少ない、歯茎から

の出血や腫れが多い、つばの出る量が減る、舌が乾燥するなど高齢

者の口腔の特徴。まさに「口腔ケア（口腔清掃＆口腔機能向上）」

が「健康寿命」を伸ばす重要な要素であるとのことを学びました。 

そして、具体的に口腔ケアの効果についても、例を挙げてとても

わかりやすくお話をしていただきました。 

 

休憩を挟んで後半は、実践指導も交えながらの講義です。歯ブラ

シの使い方や唇や舌など口腔内の筋肉を鍛えるために考案された

「ぶくぶくうがい」、「健口体操」、「あいうべ体操」「輪ゴムストロ

ー送り」など、ゲームの要素もある実践に楽しくチャレンジしてい

ただきました。 

 

皆さん、活発に質問されるなど、とても積極的に受講されていた

のが印象的でした。 

 

 

 

 

県老連大学で「口腔指導」を実施しました！ 

 

１２７ 

■主催  

奈良県老人クラブ連合会 

 

■協力  

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

              

■奈良県社会福祉総合センター 

 

■2014/09/30 13:00～15:00 

 

■口腔指導 奈良県歯科衛生士協会 

         堀内歯科衛生士 

 

■参加者４１名 

（うち75歳以上１０名） 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 事務局  

〒634-0061 奈良県橿原市大久保町302-1 

奈良県市町村会館７階 

（奈良県後期高齢者医療広域連合内） 

TEL：0744-29-8641 FAX：0744-29-8433  

Eメール： jikko@nara-kouiki.jp 

 
号 

２０１４／０９／３０ 

健康長寿共同事業通信バックナンバーは実行委員会ＨＰにてご覧いただけます。 

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26016.htm  「奈良県健康長寿」で検索 

地域巡回指導・普及啓発事業 
活動レポート 

奈良県老連大学 
 
 

口腔ケアの講義 

口腔運動〔輪ゴム送りゲーム〕 


