
 香芝市老人クラブ連合会女性部が主催する「誤嚥性肺炎予防講座」

に協力し、香芝市総合福祉センターにおいて、各地域の老人クラブの

リーダーの方たちを対象に運動指導事業を実施しました。 

 

 まず、脳トレで脳の活性化から。「左右での異なる動き」など、

脳の混乱をうまく刺激に繋げるエクササイズに、混乱しながらも、

本日の講座への興味が高まってきます。 

 

続いて、「誤嚥性肺炎」についてのミニ講義。耳慣れない言葉だけ

ど、誤嚥性肺炎ってなに？高齢者にとって誤嚥性肺炎は気をつけなけ

ればならないもの？どうして体操を作ったの？と様々な質問をされ

ていました。 

 

そして、ストレッチで体をほぐしてから、いよいよ本日のメイン、

オリジナル体操の紹介です。 

 

これは、全身運動からなる体操により「誤嚥（ごえん）の予防」と

「転倒の予防」を目的として考案されたもので、立っても座ってもす

ることができ、太極拳の動きなど、さまざまな要素を含み無理なく楽

しく続けられるよう構成されています。 

 

 

 本日は地域の老人会のリーダーの方たちが中心とのことで、これか

らも地域の中で体操を続けていただけると。 

 

香芝市で「誤嚥性肺炎予防講座」 

 

98 

■主催 香芝市老人クラブ連合会 

            女性部 

 

■協力 奈良県健康長寿共同事業 

実行委員会 

     

■香芝市総合福祉センター 

 

■2014/06/10 13:00～14:30 

 

■運動指導 

株式会社ルネサンス 

 

■参加者 ７９名 

（うち75歳以上４０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 

２０１４／０６／１０ 

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 

誤嚥性肺炎予防講座 
 

オリジナル体操は座ってもできます！ 

DVD を見ながらイチニッ！ 



 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。 

 まず、シナプソロジー（脳トレ）で脳の働きを活性化する、「左右

での異なる指の動き」など、ゲーム要素を取り入れたエクササイズ

に楽しく挑戦されました。 

 

続いて、「ロコモ予防について」自分の足で歩き続けるための、バ

ランス改善や外反防止の予防法について参加者の方は興味深く聞い

ていました。 

 

そして、まず準備運動のストレッチから、肩こり予防の首運動や、

足のむくみを取るための太ももを伸ばす運動等を行い、体が温まった

ところで、無理せず足腰を鍛える筋力 UP、椅子に座った状態で「足」

や「つま先」の上げ下げ運動、これはロコモ予防にもつながる運動で、

みなさん頑張って挑戦されていました。 

 

最後にオリジナル体操これは、全身運動からなる体操により「誤嚥

（ごえん）の予防」と「転倒の予防」を目的として考案されたもので、

立っても座ってもすることができ、太極拳の動きなどさまざまな要素

を含み、無理なく楽しく続けられるよう構成されています。 

それぞれ動きの細かい指導を受けて、少し複雑な動きもできるよう

になり、笑い声が聞こえます。 

 

今回の参加者の方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印象てきでした。 

 

地域の「長寿会」で運動指導を実施。 

                 

9９ 

■主催 平群町上庄台長寿会 

 

■協力 奈良県健康長寿共同事業 

実行委員会 

     

 

■2014/06/1２ 13:00～14:30 

 

■運動指導 

株式会社ルネサンス 

 

■参加者 ４２名 

（うち75歳以上２２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 

２０１４／０６／１２ 

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 

平群町上庄台長寿会 運動指導 
 

脳を活性化するシナプソロジー 

脹ら脛の筋力 UP のつま先上げ 



 桜井市地域包括支援センターきぼうが協力する、桜井市粟殿の 

「第１１回粟殿区ふれあいサロン」にお邪魔して、運動指導事業を実

施しました。 

 

 開催日が日曜日でしたので、地域の高齢者の方に混じって、おじい

ちゃん、おばあちゃんに連れられた小さいお子様の姿も見られます。 

いつものように、脳トレから始めます。右手と左手で異なる動きを

しながらじゃんけんしたり、ジェスチャーでグー・チョキ・パーを表

現する「グーパーチェンジ」。ゲーム感覚でお子様も楽しめます。 

 

続いて、筋肉を伸ばすストレッチ。肩こりの予防にもなります。こ

の日は、肩周りの筋肉を伸ばしたり、肩甲骨をちょうちょのように動

かしたり、腰を回転させたり、上半身を中心に伸ばしていきます。そ

して足首を回して、転倒予防を図ります。 

 

最後に、筋トレです。パイプ椅子を使って、スクワット。椅子に座

る動作を、無理なく、普段よりちょっとだけ、ゆっくり行うだけで、

十分足腰を鍛えるトレーニングになります。 

 

子供たちも、高齢者の方々と一緒に、途中で飽きることなく最後ま

で運動指導を楽しんでいただきました。短い時間でしたが、本日の運

動の中から一つでも続けていただいて、転びにくい身体づくりに役立

つと良いですね。 

桜井市で「運動指導」を実施しました 

 

１００ 

■主催 粟殿区 

             

■協力  

桜井市地域包括支援センターきぼう 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

     

■粟殿区公民館 

 

■2014/06/15 14:30～15:10 

 

■運動指導 

株式会社ルネサンス 

 

■参加者 ４３名 

（うち75歳以上１８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 

２０１４／０６／１５ 

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 

第 1１回 粟殿区ふれあいサロン 
 

椅子を使ってスクワット 

楽しくグーパーチェンジ！ 



 橿原市介護保険課が実施する「介護予防出前トーク」に協力し、橿

原市の「八木町グリーンクラブ」において、運動指導事業を実施しま

した。 

 

 本日は”簡単な筋力アップ体操”がテーマとなっています。まず、

司会の方から、無理しないで、しんどくなったら休みましょうとの注

意がアナウンスされます。 

 

運動指導は、脳トレから。声を出しながら、右手と左手で異なる動

きをしながらじゃんけんする「グーパーチェンジ」。どうしても声を

忘れてしまします。声を出すと、今度は、手の方がわからなくなるの

で、思わず笑い声が！失敗しても構いません。 

 

続いて、筋肉を伸ばすストレッチ。肩こりの予防にもなります。こ

の日は、肩周りの筋肉や肩甲骨の周りを回したり、腰を回転させたり、

脇腹を伸ばして、身体がだんだん温まってきます。そして、足をさす

ってやると、足のむくみもとれて、血行もよくなります。 

 

最後に、本日のメイン、簡単な筋トレです。会場が畳敷きで、皆さ

ん座布団にお座りだったので、畳に座ったままできる座布団を使った

トレーニングを行いました。二つ折りにした座布団を足に挟んだり、

膝の裏においたり。無理なく足の筋力トレーニングができるので好評

です。みなさん、楽しみながら最後までやりきることができました。 

 

 

 

橿原市で「運動指導」を実施しました 

 

１０１ 

■協力  

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

           （講師派遣） 

     

■八木町グリーンクラブ 

 

■2014/06/16 14:30～15:10 

 

■運動指導 

株式会社ルネサンス 

 

■参加者 ３５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 

２０１４／０６／１６ 

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 

豊田町老人会グリーンクラブ 
 

ストレッチで肩の筋肉をほぐします 

座布団で筋トレ 



 橿原市社会福祉協議会の実施する「介護予防事業」に協力し、橿原

市八木地区公民館で開かれた「晩成ふれあいサロン」において、運動

指導事業を実施しました。 

 

 本日は２時間かけて”運動指導”を行います。 

運動指導は、脳トレ体操から。声を出しながら、右手と左手で異な

る動きをしながらじゃんけんする「グーパーチェンジ」から始めます。

失敗しては、笑い声が起こり、運動への興味が高まります。 

 

緊張がほぐれ、脳が活性化したところで、ロコモ予防のミニ講義。

ロコモとは、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)の略で、骨や

関節、筋肉などの働きが衰え歩行機能が低下し、やがて歩けなくなっ

たり、立ち上がれなくなってしまう状態のことです。 

 

日常の生活習慣の中での適切な運動習慣の必要性を学んだ上で、筋

肉を伸ばすストレッチ。この日は、肩周りの筋肉を回したり、脇腹を

伸ばしたり、腰を回転させたり、続けて、足をさすってやると、足の

むくみもとれて、血行もよくなります。 

 

最後に、オリジナル体操の紹介。この体操は、全身運動により「誤

嚥（ごえん）しにくい体」と「転びにくい体」をつくることを目的に

考案されたもので、さまざまな要素から構成されています。はじめは、

少し複雑な動きにとまどう場面もありましたが、みなさん、笑顔で楽

しみながら最後までやりきることができました。 

 

 

橿原市で「運動指導」を実施しました 

 

１０２ 

■協力  

橿原市社会福祉協議会 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

           （講師派遣） 

     

■八木地区公民館 

 

■2014/06/18 13:30～15:30 

 

■運動指導 

株式会社ルネサンス 

 

■参加者 ４３名 

（うち75歳以上２６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 

２０１４／０６／１８ 

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 

晩成ふれあいサロン 
 

脇腹のストレッチ 

DVD を見ながらオリジナル体操 



 上牧町の実施する「介護予防事業」に協力し、上牧町保健福祉セン

ターで開かれた「いきいき教室」において、口腔指導事業と運動指導

事業を実施しました。 

 

 まず、口腔指導です。高齢者の歯周病対策、誤嚥性肺炎予防、義歯

のケア、等について学び、口腔機能を高める「健口体操」や口唇の機

能を高める運動である「輪ゴムリレー」についても教えていただきま

す。 

 

そして、オリジナル体操の紹介。この体操は、全身運動により「誤

嚥（ごえん）しにくい体」と「転びにくい体」をつくることを目的に

考案されたもので、さまざまな要素から構成されています。 

全身の健康に大きな役割を果たす口腔機能の重要性を学んだ上で

の、「飲み込み」や、「むせ」などの機能を高める運動の紹介となり、

熱心に取り組んでいただくことができました。 

 

ＤＶＤを見ながら、首のストレッチングから、４方向ステップ、フ

ォワードランジ、ボックスステップ、太極拳を取り入れた動きなど、

簡単な動きから少し複雑な動きまで、みなさん、笑顔で楽しみながら

音楽に合わせて練習しました。 

 

日々の口腔ケアと合わせて継続的に身体を動かして、このオリジナ

ル体操を実践していただくことで、さらに高い効果が期待できます

ね。 

 

 

上牧町で口腔指導と運動指導を実施！ 

 

１０３ 

■主催 上牧町 

 

■協力  

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

             

■上牧町保健福祉センター 

 

■2014/06/19 10:20～11:30 

 

■口腔指導 奈良県歯科衛生士会 

   

■運動指導 株式会社ルネサンス 

 

■参加者 １４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 

２０１４／０６／１９ 

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 

上牧町 いきいき教室 
 

ボックスステップ 

口腔機能について熱心に学習 



 川上村の実施する「介護予防事業」に協力し、川上村高原区の高原

生活改善センターで開かれた「高原健康教室」において、栄養指導事

業と運動指導事業を実施しました。 

 

 まず、寝たきりの原因や運動を継続することの効果についてミニ講

義を受けた後で、栄養指導です。ジャガイモを使った料理のリクエス

トがあったとのことで、ジャガイモ料理をメインにカルシウムの豊富

な料理が本日の献立です。カルシウムが豊富な食材と本日の料理のカ

ロリーについて学んだ後、みんなで調理実習。じゃがいもごはん、カ

ルシウムたっぷりサラダ、ジャガイモのガレットなど。 

 

できあがった料理は、お昼ご飯としてみんなでいただきます。おい

しそうですね。おかわりも進みます。 

 

食事の後は、脳トレクイズの後、最後に運動指導です。まず、筋肉

を伸ばすストレッチ。肩周りの筋肉を回したり、脇腹を伸ばしたり、

腰を回転させたり、続けて、足をさすってやります。 

 

ここの地区では普段からボールを使った体操に取り組んでいると

のことで、足腰のトレーニングをテーマに、ボールや座布団を使った

簡単な筋トレに取り組みます。 

 

盛りだくさんな内容でしたが、皆さん楽しく取り組むことができま

した。本日の指導内容を、おうちに帰ってからも生かすことができる

と良いですね。 

 

川上村で、栄養指導、運動指導を実施！ 

 

１０４ 

■協力  

川上村 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

           （講師派遣） 

     

■高原生活改善センター 

 

■2014/06/20 10:00～14:00 

 

■栄養指導 奈良県栄養士会 

 

■運動指導 株式会社ルネサンス 

 

■参加者 １３名 

（うち75歳以上５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 

２０１４／０６／２０ 

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 

高原健康教室 
 

栄養指導で作りました 

ボール等で筋トレ 



 橿原市の実施する「介護予防事業」に協力し、柏手町香久山公民館

で開かれた「ふれあいサロン」において、運動指導事業を実施しまし

た。 

 

まず、橿原市の介護予防事業で栄養･運動・休養の重要性と認知予

防に係る心の感情バランスについての健康講座があり、皆さん熱心に

聞いているのが印象的でした。 

 

そしていよいよ運動指導、まず準備運動のストレッチから、肩こり

予防の首運動や、足のむくみを予防する足マッサージを行い血流の促

進を促します。 

体がほぐれて来たところで、無理せず足腰を鍛える筋力 UP、椅子に

座った状態でこむら返り予防の「カカト・つま先」の上げ下げ運動の

他、「ハッ」のかけ声で両手足を開き「スキー」のかけ声でスキーの

ストックを漕ぐ動作「ルンルン」のかけ声で楽しく脇の上げ下げ、名

付けて「ハッスル運動」これは転倒予防にもつながる運動で、皆さん

かけ声を掛け合い頑張って挑戦されていました。 

 

 

最後に、全身を使って「誤嚥しにくい身体」と「転びにくい身体」

をつくることを目的に開発を進めているオリジナル体操にチャレン

ジしていただきました。まず、座った状態で DVD を見ながら練習を行

い、次に少し複雑な動きの「脳トレ」効果も期待できるステップワー

クなどの重要なポイントをきめ細かく練習いただきましたので、ラス

ト１回の体操では、皆さんスムーズに体操をされていました。 

 

橿原市ふれあいサロンで運動指導を実施 

             

１０５ 

■協力  

橿原市 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

           （講師派遣） 

     

■橿原市 香久山公民館 

 

■2014/06/2１ 1３:00～14:３0 

 

■運動指導 株式会社ルネサンス 

 

■参加者 ２２名 

（うち75歳以上１８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 

２０１４／０６／２１ 

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 

高原健康教室 
 

ハッスル運動〔スキー動きをまねた運動〕 

オリジナル体操 



 桜井市地域包括支援センターきぼうが協力する、桜井市大福の 

「大福老人クラブ晩節会」にお邪魔して、運動指導事業を実施しまし

た。 

 

 本日は血圧測定、健康相談の後で運動指導を行います。血圧測定中

に、オリジナル体操のＤＶＤを流したところ、みなさん興味津々で画

面に合わせて体操を始められています。 

 

さて、いよいよ、トレーナーによる運動指導です。まず、脳トレか

ら。左右の手をグーにして交互に突き出しながら３０まで数えます。

できたら、今度は、３つごと、５つごとに違う動きを入れていきます。

次は、左右の手で違う動きをしながら数を３０まで数えました。どう

しても、左右の手が違う動きをしたままで３０まで数えることができ

ません。でも、これは脳トレ体操！失敗しても構いません。 

 

続いて、筋肉を伸ばすストレッチ。この日は、肩周りの筋肉や腰を

回転させたり、足の筋肉を伸ばして、転倒を防ぎます。 

 

最後に、いよいよオリジナル体操の紹介。この体操は、全身運動に

より「誤嚥（ごえん）しにくい体」と「転びにくい体」をつくること

を目的に考案されたもので、フォワードランジ、ボックスステップ、

首のストレッチングなどさまざまな要素から構成されています。みな

さん、楽しみながら取り組んでいただきました。 

 

 

 

桜井市で「運動指導」を実施しました 

 

１０６ 

■協力  

桜井氏地域包括支援センターきぼう 

奈良県健康長寿共同事業実行委員会 

           （講師派遣） 

     

■大福文化会館 

 

■2014/06/24 13:30～14:30 

 

■運動指導 

株式会社ルネサンス 

 

■参加者 ２３名 

（うち75歳以上１３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 

２０１４／０６／２４ 

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 

大福老人クラブ晩節会 
 

左右の手を使った脳トレ体操 

オリジナル体操 



 桜井市地域包括支援センターのぞみが協力する、桜井市高齢者総合

福祉センター（竜吟荘）で開催された 「多武峰老栄会」にお邪魔し

て、口腔指導事業と運動指導事業を実施しました。 

 

 まず、口腔指導です。本日のテーマは「歯と口の健康について」。

高齢者の歯周病対策、誤嚥性肺炎が高齢者の死亡原因の第３位になっ

ており予防が大切なこと、義歯のケアの注意ポイント、等について学

び、口腔機能を高める「健口体操」についても”むすんでひらいて”

のリズムに乗せて、教えていただきました。お口のケアを続けること

の大切さも学ぶことができました。 

 

さて、次は、トレーナーによる運動指導です。まず、脳トレから。

左右の手をグーとパーにして交互に入れ替えます。徐々に違う動きを

入れていきます。動きが複雑になるにつれて間違いやすくなります

が、間違えて考えることにより脳のトレーニングが図れます。 

 

最後に、ＤＶＤの映像を見ながらオリジナル体操です。この体操は、

全身運動により「誤嚥（ごえん）しにくい体」と「転びにくい体」を

つくることを目的に考案されたもので、フォワードランジ、ボックス

ステップ、首のストレッチング、太極拳を取り入れた動きなどさまざ

まな要素から構成されています。約５分で一通りできるので、一度全

体を通して運動してから、難しいところを繰り返し練習して、最後に、

また、全体を通して運動しました。みなさん、楽しみながら取り組ん

でいただくことができました。 

 

 

桜井市で「口腔指導」と「運動指導」 

 

１０７ 

■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 

              

■桜井市高齢者総合福祉センター 

           （竜吟荘） 

 

■2014/06/25 13:30～15:00 

 

■口腔指導 奈良県歯科衛生士会 

 

■運動指導  株式会社ルネサンス 

 

■参加者 ２５名 

（うち75歳以上１３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 

２０１４／０６／２５ 

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 

多武峰老栄会 
 

歯と口の健康について 

オリジナル体操 


