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「区民が区民を支える」をスローガンに
NPO 法人健康フォーラムけやき 21
理事長 岩本麗子
10 月 10 日（木）成城ホールで「NPO 設立 15 周年記念イベント」
を開催致しました。当日はお天気にも恵まれ、多くの方にご参加をいた
だき、大変ありがとうございました。
今回の記念イベントのテーマは「区民の誰もが健康寿命の延伸をめざして、区民自身による
地域健康ネットワークのさらなる飛躍と挑戦～Part2～」です。第１部では、東京大学の村山洋
史先生をお迎えして「健康の秘訣は人とのつながり」をテーマにご講演をいただきました。第２
部では、
「伝えよう！広げよう！元気の輪」をテーマに交流会を行いました。会場がひとつとな
って「笑顔」が終始絶えない会となり、人と人とのつながりの大切さを共有できました。
私たちは、設立当初より「区民が区民を支える、地域に根ざした健康づくりを目指して」をス
ローガンに掲げ、地域の人と人とのつながりを大事にしながら、今日まで活動を推進してまい
りました。今、15 周年を迎えるにあたり、世田谷区内に活動の輪が広がっております。日頃よ
り私共 NPO の活動にご理解とご協力を賜っております世田谷保健所、公益財団法人世田谷区
保健センター、そして行政関係、大学、関係団体などの皆様には多大なご支援をいただき、心か
ら感謝申し上げます。
現在、貯筋クラブは区内 26 グループになり、また、せたがや元気体操リーダー68 名（新た
に 9 期生 11 名の誕生を待っています）は、区内の 167 の体操グループに出かけ、グループ
の方々と一緒に健康体力づくりを行っています。食育活動も世田谷市場まつり等のイベントへ
の出展をはじめ、今年度は、地域の体操グループと連携し、熱中症予防ドリンクの紹介など「出
前型食育ミニ講座」もはじめました。普及啓発活動推進に広報誌を年２回発行、ホームページも
充実させて皆様に活動情報を提供しております。
「人生 100 年時代」を迎え、これからもあらゆる課題に挑戦しながら、区民の健康づくりの
担い手としての自覚を忘れず、
『温かい心で地域の絆づくり』に少しでも貢献できるよう、次の
20 周年へ向け、皆様と共に頑張ってまいりたいと思います。

NPO設立15周年記念イベント

区民の誰もが健康寿命の延伸をめざして
区民自身による地域健康ネットワークのさらなる飛躍と挑戦～Part2～
日時：令和元年10月10日（木）13：30～16：00
会場：成城ホール 参加者：304名
＜プログラム＞
第１部

＜開会宣言・理事長挨拶＞

講演会「健康の秘訣は人とのつながり」
東京大学 村山洋史 先生

第２部

交流会「伝えよう！広げよう！元気の輪」
・せたがや元気体操リーダーの活動
・15年継続元気体操リーダーの表彰
・せたがや元気体操リーダーの紹介
・みんなで一緒に体操をしよう！

NPO 理事長
岩本麗子

司会 戸柱陽子さん

＜来賓挨拶＞

世田谷保健所
副所長 鵜飼健行 氏

公財）世田谷区保健センター
所長 中島宏昭 氏

「NPO15 周年を迎え、今後に期待すること」
昭和大学医学部公衆衛生学講座

客員教授

川口

毅

世田谷区の健康日本 21 計画策定委員会の公募区民の方たちから、作業が終わった後「報告書は立派に
でき上がったけれど、私たちはこんな報告書を作るために苦労してきたのではない。何かこの計画の中か
ら具体的な区民の活動として行動しないか」という提案があった。
「そうだ、そうだ」という声も多数あり、
早速「では何が自分たちで具体的にできるか」話し合いが始まった。いろいろ意見が出たが、そのうち区
民の一人から「最近テレビで何か筑波の方の町で、町民の方たちが体力づくり運動を始めたら医療費が安
くなったというのを聞いた。一度現地に行って見てきたら」と提案され、早速茨城県の大洋村に行くこと
となった。そこでは筑波大学の指導のもとで町民有志が「貯筋体操」を行っていた。早速、世田谷区でも
と公募区民が中心となって２地区で中高齢者を対象とした「貯筋クラブ」を立ち上げ、
「NPO けやき 21」
が発足した。以来 15 年にわたりこの会を続けてきた皆様方に、心から敬意と称賛の意をささげたい。こ
れこそ今の日本が直面している超高齢化社会を、生きがいを持って乗り越える最良の方法だからである。
日本の未来に向けて全国のリーダーとしてぜひ今後も更に発展させてくれることを祈念します。

第1部 講演会
「健康の秘訣は人とのつながり～人生100年時代を元気に暮らすために～」
東京大学高齢社会総合研究機構

特任講師

村山洋史 先生

「人や社会とのつながりを持つことが健康に恩恵をもたらす。」
「一人で運動するよりグループに参加して仲間と集えば、笑顔で運
動でき、グループがあることで多くの人が社会的役割をもつことが
できている。」「実際運動はしていなくても、グループに参加してい
るだけで要介護リスクが低下する。」「その時の自分にとって居心地
の良い関係を持てることが重要！」などなど。
先生からのメッセージは、地域で活動している
我々にとって、とても力強い後押しになりました。

科学的なデータを

「つながり」の

わかりやすく、ユーモ

大切さを感じた！

アを交えて楽しくお話

これからの歩みにいか

していただきました。

したいと思った！

（73 歳・男性）

（83 歳・女性）

(配布資料より)

「NPO15 周年を迎え、今後に期待すること」
東京農業大学応用生物科学部栄養科学科
フードマネジメント研究室

嘱託教授

君羅

満

設立 15 周年おめでとうございます。
区民の健康を区民の協力で作る活動支援をイメージして奔走していたスタッフの姿が印象的でした。
体操グループでは、高齢の参加者が普通に行っている所作が、私にはすぐに息が上がってしまうほどで
した。自主グループを編成し、適度なプログラムを皆で声を
掛け合いながら持続していく中で、日常の生活動作を楽に行
える力が蓄えられてきたのだろうと思われます。
健康フォーラムけやき 21 のサポートが区民の自主的な活
動と相まって着実に成果が見えてきているものと考えられま
す。自主グループの自発的運営の機運の高まりと持続的な健
康づくり活動の展開を祈念いたします。

第 2 部 交流会 「伝えよう！広げよう！元気の輪」

地域のつながりを
大切にこれからも

＜せたがや元気体操リーダーの活動＞

頑張っていきます。

NPO 設立と同時に誕生した「せたがや元気体操リーダー」は、地域
の体操グループと一緒に活動するピア（仲間）リーダーとして、地域
の中でいきいきと暮らすことを目的としています。震災ボランティア
やスキルアップ研修＆交流会、地域交流会への参加、リーダー・グル
ープから NPO に寄せられた声など、担当者から報告されました。

NPO 人材育成・派遣事業担当
沼田美恵子・吉田由美子

＜15 年継続元気体操リーダーの表彰＞
NPO では、元気体操リーダーとして 15 年継続して地域の健康づ

これからも

くりに貢献されている方に、これまでの感謝と今後のご活躍を期待し
て、表彰状と記念品を贈呈することに致しました。

元気で明るい
世田谷にしていき

今回、1 期生 10 名（当日は 7 名）が表彰されました。

岩本理事長より授与
1 期生 佐野リーダー

ましょう！

表彰された 1 期生リーダーの皆さん（挨拶：山田リーダー）

＜祝＞15 周年

さらなる飛躍と挑戦
（敬称略）

「これからも進化する」

河本泰子
（祖師谷いきいき貯筋クラブ 代表）

「継続は力なり」

菊池佐保子
（いきいき貯筋クラブ瀬田 代表）

当クラブは NPO けやき 21 の設立当初にでき、

貯筋クラブ瀬田は設立 15 年目を迎えました。

私が貯筋クラブに入会したのは 7 年前、運動は苦

会員は 26 名、会場は瀬田地区会館で月 2 回活動

手でした。貯筋体操で初めは筋肉痛で大変でした

しています。体力維持・増強、免疫力アップを目指

が、続けていくと貯筋体操の日が楽しみになりまし

して、皆さん頑張っています。休憩はおしゃべりに

た。参加者は毎回講師にほめられながら、いきいき

夢中になり時間を忘れてしまいます。脳活にもなり

と体操をしています。設立当初から参加され長く続

ます。設立当初からの方々は、「膝・腰など身体に

けておられる方が何人もいます。健康で長く続けら

痛いところはない。病院に行かなくなった。身体が

れる、また楽しい時間が過ごせる、全員で助け合え

軽い。良く眠れるようになった。
」など貯筋体操の

る仲間づくりをしています。

成果を実感しています。
「継続は力なり」です。

今まで多くの人達

これからも健康長

の協力で続いていま

寿を目指し、体調に

す。これからも進化

合わせ無理せず楽し

しながら元気に頑張

く運動していきます。

っていきたいと思い
ます。

15 年継続元気体操リーダーから

佐野良子（1 期生）

山田和子（1 期生）

秋風が吹く様になりました。
「NPO

元気体操リーダー養成講座を受講

けやき 21」15 周年おめでとうござ

し、健康づくりの大切さ楽しさ等、

います。保健センターの指導員の方並びに NPO ス

沢山のことを学びました。元気体操リーダーとして

タッフの方にお世話になり元気体操リーダー1 期

地域の方々と、自分の体は自分で守る。人生 100

生としてクラブの方々と楽しく運動ができ、お友達

年に向けてせたがやプラス１に心がけて、ちょこっ

もできました。現在元気でいられるのも皆々様に支

と頑張りましょう。体操終了後、「体のすみずみま

えて頂いているお陰だと信じています。

で良くのびて気持ちがいい！」とのお言葉をいただ
き、励みになっています。元気で笑顔。地域の方々

佐藤俊夫（1 期生）

といつまでもつながっていたいと思っています。

コツコツ(骨・骨)続けるヒト尊敬し
ます。それは人柄が身体や顔に出てい

中舘弘子（1 期生）

るからです。運動でも趣味でもその人の歩んできた

あっという間に 15 年が経ちまし

「軌跡」が自然と滲み出ています。これからもそれ

た。つたない私を見守り、育ててい

ぞれの目標をもって楽しく汗をかきながら歩みた

ただき感謝致します。より多くの人が体操に参加

いと思います。「気持ちと息が通じる限り」共に前

し、心も体もスッキリしていただければ幸いです。

進しましょう♪「お陰様で」を頭に入れて、22 世

無理なく！楽しく！気持ち良く！（ほどほど！！ル

紀に向かってレッツゴー！

ンルン！！の～びのび！！）

樋口照子（1 期生）

曽山昌美（1 期生）

私が体操リーダーとなったキッカ

元気体操リーダーとして 15 年、

ケは、腰を痛め初めて歩けなくなっ

多くの方と出会い、得た事は私の

た自分に驚き、寝たきりになる不安からでした。世

宝物です。健康関連の記事・番組にアンテナを張る

の中の寝たきりの方の気持ちが痛い程わかった時

習慣もつきました。「元気に明るく！」ご一緒に身

でした。元気になった自分に何かお役に立てたらと

体を動かすピアリーダーとして笑顔一杯を心がけ

リーダーとしての活動に励み、区民が区民を支え、

「私自身も健康！」に感謝しています。生涯現役・

皆さんと共に健康増進と言う貴重な機会を与えて

夢のピンピンコロリを合言葉に、これからも宜しく

いただき、感謝しております。

お願い致します。

臼田京子（1 期生）

三浦真紀子（1 期生）

土屋信子（1 期生）

元気体操リーダー

何年たっても「先生」と呼

になり人間として肉

ばれることに慣れません。私

～と感慨にふけって

体的にも成長する事ができまし

が初めて先生と呼ばれる事

おります。まずは、遅刻を何回かし

た。大勢の方々と出会い親しくさ

になった最初の派遣で、365

てしまったことを今更ながら反

せていただき、その中で人と人の

歩のマーチをガチガチに緊

省。会場の窓ガラスに水風船を投

暖かい結び付き、健康維持など、学

張して指導した事は忘れま

げつける悪ガキ達がいたっけな。

ぶ事得る事沢山財産になりまし

せん。体操している時の皆さ

プライベートでは母の死と初孫の

た。リーダーの皆さん、けやきスタ

んの笑顔に支えられて、ここ

誕生という命のバトンタッチがあ

ッフの皆さん、保健センターの皆

まで続けて来ることができ

りました。
3 年前那須塩原市に出戻

さんにも力をお貸しいただき感謝

ました。明日もまた笑えるネ

り 15 年のスキルを活かし地元自

しております。

タを持って派遣に伺います。

治会に貢献しています。

あれから 15 年かぁ

＜せたがや元気体操リーダーの紹介＞
元気体操リーダーは、この日のために各期趣向を凝らしたパフォーマンスを準備してきました。会場
は大盛り上がり。リーダー自身からも「達成感！」「仲間との絆が深まった」と感想が寄せられました。

8
期

キャリアは短いですが、
元気と笑顔で頑張って
います。

(10 名)

7
期
(9 名)

6
期
(9 名)

5
期

（♫手のひらを太陽に）
元気いっぱいのパフォ

リーダーの皆様

ーマンスに、会場から

の笑顔がとても素敵

大きな手拍子が！！

で魅力的でした。

（♫東京ブギウギ）

(69 歳・女性)

素敵な仲間です。世田谷
中を「鉄腕アトム」のよ
うに元気に駆け回って
います。
（♫鉄腕アトム）
愉快で！ 楽しい！
頼もしい！メンバー

です。
(9 名) （♫オブラディ・オブラダ）

4
期
(8 名)

「GⅠブルース」にの
せて、会場と一体に
筋トレ！
（♫GⅠブルース）

各期の選曲、
ダンスが素晴らしく、
大いに楽しませて

3
期
(7 名)

2
期
(6 名)

1
期
(10 名)

音楽に合わせて、
会場からは「ふるさと」
の歌声が～♪
（♫ふるさと）
人数が少ない期ですが、
みんな仲良し。
チームワーク抜群です。
（♫ダンシングクイーン）
さすが 1 期生！
「笑い」で会場を盛り
上げる！！ ☺☺☺

いただきました。
（79 歳・男性）

「笑い」は健康の源！
1 期生佐藤リーダーの
合図でリーダー全員集合。
会場も一緒に、「わっはっは！
ふふふ～！へへへ～！」。
笑顔があふれました。

体も心もほぐし
ましょう♪

＜みんなで一緒に体操をしよう！＞
全員で「365 日の紙飛行機」の体操をピアノの伴奏で行いました。
会場の一体感！
素晴らしかったです。
（57 歳・女性）

公財）世田谷区保健センター
運動指導員 村田武司先生

一緒に歌えて、
体操できて楽し
かったです。
（79 歳・男性）

ピアノ伴奏
和田リーダー

＜閉会挨拶＞

＊＊
＊＊ 参加された皆様からの声
参加された皆様からの声 ＊＊
＊＊
NPO 副理事長
伊藤昌子

＊年齢を重ねるごとに一人ではできないこと
が多いことを実感している。日頃から「地域

本日はご参加いただき、誠にありがとうござい

のつながり」を意識し、公共機関との「つな

ました。村山洋史先生のご講演の「人とのつなが

がり」と個人ベースでの「つながり」を大事

り・地域とのつながり」
。せたがや元気体操リーダ

にしている。（83 歳・男性）

ーの活気あるパフォーマンスは会場いっぱい笑顔

＊年を取ってくると孤立しやすく、コミュニケ

にしてくれました。
「つながりの連鎖」を実感しま

ーションの場が必要であり、災害が起こった

した。今日、ここで一同に会してなされた出来事、

時など「地域のつながり」は心強く思いま

皆さまの心に残ったことや感じたことを、グルー

す。（72 歳・男性）

プの方々やお友達に是非お話ししてあげてくださ

＊元気体操リーダーのパフォーマンスがとて

い。これからも共に地域の人とのつながりを大事

も良かったです。楽しい一日でした。

に「元気の輪」を広げていきましょう。

（70 歳・女性）

(アンケートより一部抜粋)

NPO 法人健康フォーラムけやき 21
活動の 3 つの柱
「食育活動」
［せたがや元気体操リーダー］
［いきいき貯筋クラブ］
食育活動
「出前型食育ミニ講座」を始めました。

世田谷市場まつりに出展しました。

8/21（水）いきいき貯筋クラブ宇奈根、9/27

10/20（日）秋晴れの中、世田谷市場において

（金）わくわく太陽・食と貯筋で、
「熱中症予防

市場まつりが開催されました。市場の方と NPO の

ドリンク」についての食育ミニ講座と試飲を行

協働で、
「一般消費者に青果物が健康な体を維持

いました。短い時間でしたが、時には笑いながら

するためにはとても大切なこと」を訴えるため

聞いてくださり、
「甘くて苦手」
「飲みやすい」
「お

に、食育ウルトラクイズと食育ビンゴゲームを

いしい」
「簡単に作れて良い」など感想をいただ

実施しました。約 400 名の方が楽しいクイズに

きました。これからも微力ですが、
「食」に関す

参加し、美味しい野菜や果物の景品に大いに盛

る情報を提供していきたいと思います。

り上がりました。

（食育担当：山下・岡崎・大高）

（食育担当：鈴木・山下・岡崎）

【手作り熱中症予防ドリンク】
・水 1ℓ ・塩 3ｇ
・レモンのしぼり汁
大さじ 3 杯（45ｇ）
・砂糖大さじ 4 と 1/2 杯
（約 40ｇ）

編集後記：今年の目標の１つでも

今後の予定：人材養成・派遣事業～せたがや元気体操リーダー～

ありました NPO15 周年の大きな

★スキルアップ研修会＆交流会 11/14（木）、1/21（火）、2/28（金）

行事も無事大成功に終えることが

★初級養成講座 第 9 期生認定式 1/21（火）

でき、沢山の皆様のご意見を伺う
すべて掲載できないのが残念です

NPO 法人健康フォーラムけやき 21
健康ねっとニュース編集委員会／１５周年実行委員会

が、皆様のお声はしっかりと受け

〒156-0054 東京都世田谷区桜丘 2-21-8 ビラ楓 204

ことができました。紙面の都合上、

発行/編集

止め、これからの NPO の発展に

TEL：03-5799-7132 FAX：03-5799-7192

活かしてまいりたいと思います。

E メール

（広報担当：鈴木・白澤）

kenkoukeyaki21@tbz.t-com.ne.jp

ホームページ http://www.kenkoukeyaki21.com

