
 近鉄百貨店橿原店との初めてのタイアップ事業として、同店で開催

された「ココロとカラダの健康フェア」に参画。高齢者を対象とした

運動＆栄養指導を実施しました。 

 

 運動指導では、「転ばぬ先の転倒予防」をテーマに、椅子に座った

ままで手軽にできる体操を体験していただきました。 

 手遊びの要素を取り入れた楽しい“脳トレ”で緊張をほぐした後、

肩・首・胸・背中・腰・もも裏・お尻のストレッチ運動にチャレンジ！

その後、お腹・胸・脚の筋力アップ運動を実践しました。 

指導者によると、今回は、約 20 分程度の短いプログラムですが、

反応力・柔軟性・筋力をアップさせることで転倒予防に効果がある他、

姿勢改善や肩こり・腰痛の軽減などにも効果的とのことでした。 

栄養指導では、「しっかり食べて健康長寿」というテーマで、厚生

労働省と農林水産省が決定した 

「食事バランスガイド」 

（１日の食事のバランスをコマ 

で表現したもの。右図参照）の 

説明の後、ご自身の食事を基に 

実際に「食事バランスガイド」 

を作成して、各自の栄養バラン 

スをチェックいただきました。 

 

適度な運動とバランスのよい 

食事により、健康長寿を目指し 

ていただきたいと思います。 

百貨店主催の健康フェアで 「運動＆栄養指導」 
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■主催 

近鉄百貨店 橿原店 

■講師派遣 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

（運動＆栄養指導（株）ルネサンス） 

■実施日時 

２０１３/０６/１０ 

13:00～14:00（２ステージ） 

 運動指導 

～転ばぬ先の転倒予防～ 

15:00～16:00（１ステージ） 

 栄養指導 

～しっかり食べて健康長寿～ 

■参加者 延３６名 

 

＊６／１２にも同内容で実施予定 

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 

２０１３／０６／１１ 

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 

地域巡回指導・普及啓発事業 

活動レポート 

 運動指導の様子（６階イベントコーナー） 

きれいなコマの形になるか？ 

栄養のバランスチェック！ 



 平群町上庄台長寿会と平群町健康保険課のご協力により、運動指導

事業を実施しました。 

 今回の運動指導では、椅子に座ったままできる３点のポイントに絞

ったプログラムを実践していただきました。 

 

一つ目のポイントは、“筋力アップ”（つまずかずに歩く、ひざ痛予

防）。太ももの筋肉に効く脚上げ運動や、両ひざでタオルを挟むこと

により内ももの筋肉に効く運動などを体験していただきました。 

 

二つ目のポイントは、“柔らかいカラダづくり”（腰痛や肩こりなど

の予防）。首・肩回しや、胸と背中の筋肉をのばす運動、更に、体を

ひねったり、太もも・ひざの裏側を伸ばす運動など、リラックス効果

もあるストレッチを体験していただきました。  

 

三つ目のポイントは、脳の働きを活性化させる“脳トレ”（鬱（う

つ）や認知症の予防）。レクリエーション要素の高い“後出しジャン

ケン”や、“左右で違う動きを行う手遊び”などに楽しくチャレンジ

されていました。 

 

毎回、トレーナーの方から、「呼吸をしながら」「声を出しながら」

「笑顔で」というのが効果的な運動のポイントとして紹介されます

が、まさに今回の参加者の方々は、元気いっぱいの笑顔で、大きな声

を出しながら、熱心に取り組まれていたのがとても印象的でした。 

本日のプログラムのたとえ一つでも、日常生活で継続いただけるこ

とを期待したいと思います。 

地域の「長寿会」で運動指導を実施 
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■主催 平群町上庄台長寿会 

  

■協力  平群町健康保険課 

奈良県健康長寿共同事業 

実行委員会 

 

■指導 株式会社 ルネサンス 

 

■日時 ２０１３/０６/１３ 

      10:00～11:00 

■場所 平群町 上庄自治会館 

 

■参加者   ２６名 

（うち 75 歳以上 12 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 

２０１３／０６／１３ 

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 

 太もも・ひざの裏側に効くストレッチ運動 

 筋力アップ(ひざ上げ)運動 

平群町上庄台長寿会 運動指導 



 桜井市内の老人クラブ「多武峰老栄会」と「桜井市地域包括支援セ

ンターのぞみ」のご協力により、運動・栄養指導事業を実施しました。 

 今回の運動指導では、畳に座ったままできる、肩こり・腰痛予防の

ストレッチ運動や、実行委員会オリジナル体操「なら健康長寿体操（仮

称）」体験などのプログラムを実践していただきました。 

 

運動の内容としては、座ったままでの胸・背中・お尻のストレッチ

や、足指・足裏・膝の周囲をほぐす運動など。 

特に、足裏が硬くなると、立位の状態等で、バランス良く体重が加

重しなくなるので、姿勢やバランスが悪くなり、肩こりや腰痛の原因

にもなるとのこと。 

誤嚥性肺炎を予防するために考案された「なら健康長寿体操（仮

称）」は、全身を使って飲み込む力やむせる力を高める運動で、同時

に、全身のバランス機能や筋力も高める運動です。全身の動きに合わ

せて、発声・呼吸（「ふう～」「んっ」「はっ」など）がポイントとな

りますが、参加者の方々は、とても元気よく発声・呼吸をされていま

した。 

 

栄養指導では、日々の食生活で、①肉類 ②魚介類 ③卵類 ④牛乳・

乳製品 ⑤大豆・大豆製品 ⑥緑黄色野菜 ⑦海草類 ⑧いも類 ⑨果物 

⑩油脂類について、（ほぼ）毎日食べているかを挙手でチェック。 

加齢とともに落ちやすくなる筋肉を作る“タンパク質（肉類など）”

をしっかり摂ることや、食事量を控えめにする場合でも、できるだけ

“おかずはしっかり食べる”ことなどが、バランス良い食事を心がけ

る上のポイントとして紹介されていました。 

桜井市 地域老人会で 運動＆栄養指導 
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■主催 桜井市多武峰老栄会 

■協力  桜井市地域包括支援 

センター のぞみ 

奈良県健康長寿共同事業 

実行委員会 

■指導 株式会社 ルネサンス 

■日時 ２０１３/０６/２０    

13:30～15:00 

■場所 桜井市 

高齢者総合福祉センター 

■参加者 ２６名 

（うち 75 歳以上 14 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 

２０１３／０６／２１ 

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 

～オリジナル体操より「腹斜筋運動」～ 

片脚で立つためのバランス能力と強くむせるときに

必要となる腹斜筋の働きを高める運動 

＊「はっ」と声を出しながら行うのがポイント 

「栄養バランスは？」食生活チェック 

桜井市多武峰老栄会 

 運動＆栄養指導 



 上牧町（生き活き対策課）が開催する「いきいき教室」において、

歯科衛生士による口腔ケア指導と、全身を使って“飲み込み”や“む

せ”に関する機能を高める誤嚥性肺炎予防を目的とするオリジナル体

操「（仮称）なら健康長寿体操」を体験していただく事業を実施しま

した。 

 この「いきいき教室」は全 10 回のコースで、運動やウォーキング

の指導が行われているものですが、今回はそこに、口腔機能の維持・

向上に関するプログラムを組み込んでいただきました。 

 

口腔指導では、奈良県歯科衛生士会の吉福歯科衛生士より、歯周病

対策、誤嚥性肺炎予防、義歯のケアなどについてお話いただいたほか、

口腔機能を高める「健口体操」なども実践指導していただきました。 

 

その後、参加者のみなさんには株式会社ルネサンスの指導により

「（仮称）なら健康長寿体操」を体験していただきました。 

全身の健康に大きな役割を果たす口腔機能の重要性を知っていた

だく機会と合わせて、“飲み込み”や”むせ“などの機能を高めるた

めの運動をご紹介したため、参加者のみなさんは、非常に熱心に体操

に取り組まれていました。 

この体操は、全身を使った運動であるため、“飲み込む力”と“む

せる力”を養うだけでなく、全身の“バランス機能”や“筋力”も同

時に高めるというのが、大きな特長です。 

 

日々の口腔ケアと合わせて継続的に体操を実践していただくこと

で、より一層の相乗効果が得られることを期待したいと思います。 

上牧町で  口腔指導 & オリジナル体操 
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■主催 上牧町生き活き対策課 

■協力  奈良県健康長寿共同事業 

実行委員会 

■口腔指導 吉福歯科衛生士 

■体操指導 (株) ルネサンス 

■日時 ２０１３/０６/２６    

10:00～11:30 

■場所 上牧町保健福祉センター 

２０００年会館 

■参加者 １５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 

２０１３／０６／２８ 

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 

口腔機能を高める「健口体操」 

誤嚥性肺炎予防のためのオリジナル体操 

上牧町 ２０００年会館 

 

口腔指導＆オリジナル体操 



 山添村社会福祉協議会、奈良県社会福祉協議会、山添村保健福祉課

のご協力により、「小地域福祉活動サポーター研修」の中で、“楽しい

運動教室”を実施しました。 

 

参加者は、地域において福祉活動をされているサポーターの方々。

このため、この日の指導内容を“各地域に持ち帰って広めていただく”

ことを念頭においたプログラム構成とし、実際に体験していただきま

した。 

 

具体的な指導内容としては、転倒予防にもつながる、下半身の筋力

＆バランスアップの運動メニューが中心。 

日々の運動習慣については「歩くこと」というのがポピュラーです

が、ウォーキングだけは、心肺機能の向上などには大きな効果があり

ますが、使っている筋力は最大筋力の約２０～３０％とのこと。この

ため、筋力の維持・向上には、筋肉に“負荷”をかける筋力＆バラン

スアップの体操が効果的であるとのことです。 

「立つ・座る・歩く」動作に使用する筋肉を優先的に鍛えるため、

「脚上げ」、「スクワット」、「つま先＆踵上げ」を体験していただ

きました。 

 特に今回は、サポーターの方々の活動する地域によって、集会施設

等の状況が異なることを想定して、運動メニューごとに“畳敷きVer.”

と“椅子使用Ver.”を、２種類ずつ紹介させていただきました。 

 

今後、各地域で運動実践の取組の輪が広がることを期待したいと思

います。 

山添村 福祉活動サポーター研修で 運動指導 
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■主催・山添村社会福祉協議会 

■協力・奈良県社会福祉協議会 

・山添村保健福祉課 

   ・奈良県健康長寿共同事業 

実行委員会 

■運動指導 (株) ルネサンス 

■日時・場所 

 2013/07/16 9:30～10:30 

 山添村保健福祉センター 

■参加者 延べ１６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 

２０１３／０７／１７ 

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 

ふくらはぎの筋肉に“効く”踵上げ運動 

山添村 

 

「小地域福祉活動サポーター研修」 

 

運動指導 

太ももの筋力アップ 脚上げ運動 



 香芝市高齢福祉課のご協力により、香芝市内の地域老人クラブにお

いて、身体のバランス機能や柔軟性等の測定と日常で手軽にできる簡

単な運動の指導事業を実施しました。 

 

身体機能の測定は、畿央大学（理学療法学科）の高取克彦准教授を

はじめ、「奈良県介護予防セラピストネットワーク」メンバーを中心

に実施。 

今回の測定会は、バランス機能、筋力、柔軟性に関するものの他、

嚥下機能（飲み込み）や咳嗽力（せきをしてはきだす）に関する測定

項目も盛り込んでおり、年齢を重ねるとともに発生リスクの高まる

「転倒」や「誤嚥（誤って気管に飲み込む）」の予防に向けたチェッ

クができることが大きな特長！ 

見慣れない測定機器等も持ち込んだ多様な測定メニューに、みなさ

ん興味津々で各測定箇所を回っておられました。 

 

測定会の後は、椅子に座ったままできる、体の柔軟性を養うストレ

ッチ運動や、瞬時の反応力・判断力などを養う「脳トレ」などを楽し

く実践していただきました。 

 

なお、香芝市（高齢福祉課）では、地域における運動習慣の定着を

目的として、「ＮＨＫみんなの体操・ラジオ体操」のＤＶＤ貸し出し

などの取組も進められています。今回の地域でも、この体操の継続的

な実践に取り組まれており、約６ヶ月後に実施される予定の２回目の

身体機能の測定等により、取組効果の検証等が行われることとなって

います。 

香芝市 地域老人クラブで 測定会 & 運動指導 

                                                    

60 

■主催・香芝市高山台やわらぎ会 

   ・香芝市関屋むつみ会 

■協力・香芝市高齢福祉課 

   ・畿央大学 

・奈良県介護予防 

セラピストネットワーク 

   ・奈良県健康長寿共同事業 

実行委員会 

■運動指導 (株) ルネサンス 

■日時・場所 

 2013/07/03 13:00～14:45 

  高山台集会所 

 2013/07/18 13:00～14:30 

  関屋近鉄住宅地自治会集会所 

■参加者 延べ３１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 

２０１３／０７／１９ 

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 

身体機能測定（関屋） 

手軽にできるストレッチ運動にチャレンジ 

（高山台） 

香芝市 高山台地区、関屋地区 

身体機能測定＆運動指導 

バランス 

咳嗽力 

脚の筋力 

柔軟性 



 昨年に引き続き、香芝市生涯学習課のご協力を得て、「北今市

高齢者学級」において運動指導事業を実施しました。（活動レポ

ート No．23 参照） 

 

今回も、１００名を超える多くの方々が参加された大規模な運動

教室となり、指導スタッフは８名体制で対応！ステージだけでな

く、参加者の方々の中に入ってスタッフが動きをフォローするな

ど、できるだけ“きめの細かい”指導となるように配慮しました。 

 

運動指導の内容としては、脳の働きをよくする「脳トレ」の他、

肩こり・腰痛予防のストレッチ運動（首、肩、背中、胸）、足の筋

力アップ運動など盛りだくさん。 

 

また、今回は、事前の打ち合わせにおいて「音楽に合わせて楽し

く運動したい」とのご要望があり、音楽にあわせた「リズム体操」

にもチャレンジしていただきました。 

普段の運動メニューは比較的ゆっくりとした動きが中心となり

ますが、軽快なリズムに合わせた運動に元気いっぱいでチャレンジ

していただきました。 

 

今回も、約１時間のプログラムでしたが、最後まで楽しく、熱心

に取り組んでいただきました。 

盛り沢山の内容でしたが、「これなら続けられそうだ！」という

プログラムから、教室内や日常生活における実践を今後も継続して

いただきたいと思います。 

香芝市 地域老人クラブで 測定会 & 運動指導 
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■主催 北今市高齢者学級 

香芝市生涯学習課 

 

■協力 奈良県健康長寿共同事業 

実行委員会 

 

■運動指導 (株) ルネサンス 

 

■日時・場所 

 2013/07/24 10:00～11:00 

  香芝市総合福祉センター 

 

■参加者 延べ１１４名 

（うち 75 歳以上 77 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 

２０１３／０７／２５ 

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 

香芝市 総合福祉センター 

運動指導 

軽快な音楽にあわせた楽しいリズム体操 

100 名を超える参加者でしたが、 

トレーナーが“きめ細かく”フォロー 



昨年度の「転倒予防指導」（活動レポート No．21 参照）に続き、

御杖村保健センターにおいて、地域サロン「元気にしとる会」の活

動の中心となられているリーダーの方々を対象に、誤嚥性肺炎予防

のため日頃から継続して実践できる口腔ケアやオリジナル体操（な

ら健康長寿体操（仮称））などにチャレンジしていただきました。 

 

 はじめに、奈良県歯科衛生士会の堀内歯科衛生士による口腔指導

を実施。「介護予防はお口から」といわれているように、お口は“健

康の入口”であると同時に“病の入口”でもあるとのこと。このた

め、口腔内を清潔な状態に保つための、歯磨き・義歯の手入れ・舌

の掃除・うがい方法などについて、具体的に指導していただきまし

た。 

 また、高齢者に多く発症する誤嚥性肺炎予防にも繋がる、口腔機

能（飲み込み）の役割や仕組みについても詳しく説明いただくとと

もに、口腔機能を維持・向上させるための“パタカ発声”や“健口

体操”などの実践指導もしていただきました。 

 

 口腔指導の後は、当実行委員会が策定・普及を進めている全身を

使って“正しい飲み込み”や“力強いむせ”に関する機能を維持・

向上させるためのオリジナル体操にもチャレンジしていただきま

した。 

 

 今後も誤嚥性肺炎予防のために、口腔内を良好な状態にすること

や嚥下・咳嗽機能を落とさないことなど様々な視点を関連づけた指

導メニューを充実していきたいと思います。 

御杖村 地域サロンで 口腔指導 & 運動指導 
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■主催 ・御杖村保健福祉課 

・御杖村社会福祉協議会 

（地域包括支援センター） 

    ・地域サロン 

「元気にしとる会」 

■協力 奈良県健康長寿共同事業 

実行委員会 

■口腔指導 奈良県歯科衛生士会

堀内歯科衛生士 

■運動指導 (株) ルネサンス 

■日時・場所 

 2013/07/29 10:00～11:00 

  御杖村保健センター 

■参加者２８名 

（うち 75 歳以上 11 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 

２０１３／０７／２９ 

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 

御杖村保健センター 

口腔指導＆運動指導 

堀内歯科衛生士による口腔ケア指導 

（義歯の手入れ） 

誤嚥性肺炎予防を目的に考案された 

なら健康長寿体操（仮称）にチャレンジ 



桜井市朝倉台の老人クラブ（盛春クラブ）と桜井市地域包括支援

センター（きずな）のご協力により、「しっかり食べて元気に長生

き」をテーマに、栄養指導事業を実施しました。 

 

 栄養に関するお話を聞いていただくだけではなく、クイズや肥満

度チェック（ＢＭＩ計算）、また、食生活のセルフチェックなど、

積極的に参加いただけるよう、工夫した内容でプログラムを構成し

ていただきました。 

栄養素の役割（炭水化物：カラダを動かすエネルギー、たんぱく

質：カラダをつくる、ビタミン：カラダのメンテナンス など）に

ついて再確認いただいた後、各自でＢＭＩ計算を行っていただきま

した。ＢＭＩとは体重と身長から算出される「体格指数」で、“見

た目の肥満度”ともいわれるもの。これにより、それぞれの肥満（や

せ）度をチェックいただきました。食べ過ぎが気になる時の食事量

のコントロールや、年齢と共にたくさん食べられない時がある場合

などにおいても、カラダをつくるたんぱく質はしっかり摂るよう心

がけながら、炭水化物（ごはん・ぱん・麺類）の摂取量をうまくコ

ントロールすることが大切であるとのこと。 

また、高血圧などとも関係する「塩分」については、塩分量の目

安や塩分を減らす工夫などについて、具体の食品やメニューを見て

いただくなど、イラストの活用等でわかりやすく解説していただき

ました。 

 

最後に食生活改善目標もたてていただきましたので、今後、その

目標が継続して実践いただけるよう期待したいと思います。 

桜井市 地域老人クラブ で 栄養指導 
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■主催 ・朝倉台盛春クラブ 

（地域老人クラブ） 

■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 

■栄養指導 (株) ルネサンス 

■日時・場所 

 2013/07/30 10:00～11:00 

  桜井市朝倉台集会所 

■参加者２０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 

２０１３／０８／０２ 

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 朝倉台盛春クラブ 

 

栄養指導 

「しっかり食べて元気に長生き」 

食生活に関するクイズ 

食事の工夫方法などをイラストで紹介 



葛城市地域包括支援センターにご紹介いただき、同市内の自主運

営クラブ「林堂自主運動教室」で栄養指導を実施しました。 

 

 栄養指導にあたっては、食生活や栄養に関する情報をお伝えする

際、できるだけ一方通行の「講義形式」にならないよう、クイズや

食生活のセルフチェックなど、楽しく参加いただけるように、プロ

グラム構成を工夫していただきました。 

 

 栄養素の役割（炭水化物：カラダを動かすエネルギー、たんぱく

質：カラダをつくる、ビタミン：カラダのメンテナンス など）に

ついてクイズをしながら再確認いただいたほか、高血圧などとも関

係する「塩分摂取」について、塩分量の目安や塩分を減らす工夫な

どについても、具体の食品やメニューを見ていただくなど、わかり

やすく解説していただきました。 

また、バランスの良い食事ができているかどうかのセルフチェッ

クも実施。肉類、魚介類、卵類、牛乳、大豆（製品）、緑黄色野菜、

海草類、いも類、果物そして油脂類について、ほぼ毎日食べている

ものに各自で○印をつけていただきました。 

すべての項目に○印がつくのが理想的であるとのことなので、定

期的にこのチェックを行い、ご自身で足りていない項目の食品につ

いては翌日積極的に摂るよう心がけてることで、バランス良い食生

活につながっていくのではないでしょうか。 

 

食生活は日々の積み重ね。できることから始めて、できるだけ「継

続して実践」いただけるよう期待したいと思います。 

葛城市 地域運動教室で 栄養指導を実施 
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■主催 林堂自主運動クラブ 

 

■協力 葛城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 

 

■栄養指導 (株) ルネサンス 

 

■日時・場所 

 2013/08/20 10:00～10:30 

  葛城市林堂東公民館 

 

■参加者１２名 

（うち 75 歳以上 1 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 

２０１３／０８／２０ 

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 

葛城市 林堂自主運動教室 

 

栄養指導 

日々の食生活をチェック 



天理市社会福祉協議会にご協力いただき、市内で活動される地域

サロン「ふれあい教室」で、栄養指導と運動指導を実施することと

なりました。今回は、丹波市公民館での事業レポートです。 

 

 まずは、参加者の方々の緊張を解き、リラックスしてもらうこと

（アイスブレイク）を目的に、反応力をアップし認知症予防にもつ

ながる「脳トレ」からスタート。 

 

会場の空気がほぐれたところで、高齢者の栄養の特性などについ

ての講話を実施しました。 

個人個人の食生活を振り返っていただきながら、高齢期を迎える

につれて、特に、筋肉を作る「たんぱく質」を意識して摂取する必

要があることなど、低栄養の予防について理解を深めていただきま

した。 

また、バランスの良い食生活を実践する上で参考となる「写真付

きのレシピ」も配付しました。 

 

運動指導では、椅子に座ったままできる体操を案内。 

できるだけ今後もご自宅で継続して実践いただけるよう、スタッ 

フがきめ細かくフォローを行いながら、肩こりや腰痛の改善を目的

とした、手軽にできるストレッチ運動を体験していただきました。 

 

 今後、市内の「ふれあい教室」４箇所（朝和・東部・前栽・櫟本

公民館）でも、同様の事業を実施する予定です。 

天理市社会福祉協議会と連携 運動＆栄養 
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■主催 天理市社会福祉協議会 

 

■協力 奈良県健康長寿共同事業 

実行委員会 

 

■運動・栄養指導 

 (株) ルネサンス 

 

■日時・場所 

 2013/08/29 13:30～15:30 

  天理市丹波市公民館 

 

■参加者１６名 

（うち 75 歳以上 11 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 

２０１３／０９／０９ 

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 

天理市 丹波市公民館 

「ふれあい教室」 

 

栄養指導 運動指導 

栄養指導のようす 

「脳トレ」でアイスブレイク 



今回は、下市町が主催する高齢者福祉大会「～おたっしゃ下市 

笑いの集い～」において実施した口腔指導のレポートです。 

 

この日は、開会行事と公演（演歌、落語、大衆演劇）の合間に、

ステージ上で実行委員会が派遣した歯科衛生士により、「お口の健

康指導（舌の運動）」を実施しました。 

 

また、会場ロビーにおいては、「介護予防相談コーナー」が設置

され、その中の「お口の健康コーナー」で、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名体制） 

 

当日の会場は、歌・落語・演劇などを楽しみに来場された高齢者の

方々の「笑顔」があふれる楽しい雰囲気に包まれており、その中で、

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取組

がタイアップしたことで、健康づくりの普及啓発事業として、より一

層の相乗効果が得られているのではないかと感じました。 

 

例え限られた時間や場所であっても、工夫次第で多くの高齢者の

方々に、日々の健康づくりの大切さを意識してもらえることができる

ことを意識しながら、今後も様々な機会を通した取組を進めていきた

いと思います。 

下市町 高齢者福祉大会で”お口の健康指導” 
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■主催 下市町 

■協力 奈良県健康長寿共同事業 

実行委員会 

■2013/09/14 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) 

■参加者延べ 426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 

２０１３／０９／１９ 

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 

下市町観光文化センター 

「～おたっしゃ下市 

笑いの集い～」 

口腔指導 

竹田歯科衛生士がステージ上で「お口の健康指導」 

舌の運動 

お口の健康チェック 



平群町が主催する「認知症予防教室」おいて実施した、医師講演、

歯科医師講演の活動レポートです。 

 

教室初日（9/6）は、「認知症のちょっといい話・ちょっと怖い話」

をテーマに、ハートランドしぎさん診療部長の織部裕明医師に講演

いただきました。 

講演では、「老化に負けない健康法」、「認知症の予防法」、「認知

症の症状」などについて、わかりやすく、楽しくお話していただき

ました。「老人、認知症者と付き合うことがお互いの認知症の予防

となる。みんなが認知症老人と付き合うことで町全体の健康度が上

がる。」というお話が印象的でした。 

 

教室二日目（9/19）では、「認知症と口腔の関係について」をテ

ーマに、奈良県歯科医師会（小向井歯科クリニック）の小向井英記

歯科医師に講演いただきました。小向井先生には、口腔機能と認知

症の関連性のほか、認知症以外の全身疾患との関係についてもお話

いただきました。「認知症予防のためには、むし歯や歯周病等で歯

が抜けないようにすることは勿論、歯が抜けた時などは、必ず義歯

などで噛み合わせを回復しておくことが大切。」、「日頃から良く噛

んで楽しい食事を心がけるほか、お口の体操など口を動かすことで

脳に刺激を与えてください。」とのことでした。 

その後、上田千津子歯科衛生士により、口腔ケア方法の他、「脳

トレ」の要素も取り入れた発声（歌）や舌の体操なども指導いただ

きました。 

＊9/26 にも認知症予防教室（栄養指導）を実施予定。 

平群町で 「認知症予防教室」 を開催 
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■主催 平群町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 

■講演（9/6） 

 織部裕明 医師 

講演＆口腔指導(9/19) 

小向井英記 歯科医師 

上田千津子 歯科衛生士 

■参加者延べ ６９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 

２０１３／０９／２０ 

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 

平群町「認知症予防教室」 

医師講演 

歯科医師講演、口腔指導 

ハートランドしぎさん 診療部長 織部裕明 先生 

県歯科医師会 小向井英記 先生  

県歯科衛生士会 

 上田千津子 歯科衛生士 



桜井市の地域包括支援センター（ひかり・きぼう・きずな・のぞ

み）が合同で開催する「健康教室～いきいき生活のヒント～」にお

いて、運動指導と口腔指導の事業を実施しました。 

 

第１部の「筋力＆バランス力アップ体操」では、特別な道具なし

で家でも気軽にできる簡単な運動を中心に指導していただきまし

た。指導いただいた(株)ルネサンスには、今回インストラクター５

名体制で、参加者の方々にきめ細かくサポートしていただきまし

た。 

 

第２部は「口の中を大切にしよう！」をテーマに、堀内歯科衛生

士にお話いただきました。 

堀内歯科衛生士には、画像や動画を使って、高齢者に多く見られ

る「誤嚥性肺炎」について詳しくお話いただきました。 

また、お話だけでなく、口腔機能を高める健口体操やパタカ発声

などについての実践指導も行っていただきました。 

 

今回は、桜井市の４つの地域包括支援センターが合同で開催する

教室ということで、市内各所から多くの方 （々５０名）に参加して

いただきました。 

内容的にも、運動や口腔に関する盛りだくさんの事業となりまし

たが、教室のテーマとなった「いきいき生活のヒント」を、ひとつ

でも持ち帰っていただき、今後継続して実践していただけるよう、

期待したいと思います。 

桜井市 地域包括支援センター「健康教室」 
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平成 25 年 9 月 19 日（木） 

桜井市役所 ２階 大会議室 

■主催 桜井市地域包括支援センター 

（ひかり・きぼう・きずな・のぞみ） 

■協力 奈良県健康長寿共同事業 

実行委員会 

■運動指導 (株)ルネサンス 

口腔指導 堀内眞規 歯科衛生士  

■参加者延べ 50名（75歳以上8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 

２０１３／０９／２０ 

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「健康教室」 

～いきいき生活のヒント～ 

運動指導 口腔指導 

口腔機能を高める「パタカ発声」について説明する堀内歯科衛生士 

楽しい脳トレ運動 

スライドで誤嚥性肺炎の説明 


