
 

        

 

 

設立 10 周年記念特集 

 

 

NPO法人 

健康フォーラムけやき 21 

機関誌 18号（特別号） 

 2014年度版（年 2回発行） 

健康ねっとニュース 

10 周年をむかえて 

NPO 法人健康フォーラムけやき 21 理事長 仲村 智子  

 平成 17 年 6 月「健康せたがやプラン」の策定に関わった区民フォーラムの有志とともに

NPO 法人健康フォーラムけやき 21 を立ち上げました。プランのモデル事業「いきいき貯筋

クラブ祖師谷・瀬田」に関わる中で、行政のなかなか手が届かない、区民との狭間が見え、こ

の狭間を担うために、また、行政や大学そして目的を同じくする他の団体･機関と連携をとり

ながら、区民が地域の中でいきいきと暮らすための支援活動ができたらいいという思いでスタ

ートしました。10 年を迎え、これまで、当 NPO 活動にご理解、ご協力、ご支援いただきま

した世田谷保健所、公財）世田谷区保健センターを始めとする関係機関･部署、大学、企業、

また様々な場面で関わった多くの皆様には、心から感謝申し上げます。 

10 年を節目に、設立 10 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」を開催します。イベントのメインは、

「地域の絆が活動を育み区民一人ひとりの健康を支える」をテーマにした実践活動報告です。

地域で活動する団体やせたがや元気体操リーダー、食育リーダーから現在の活動報告と今後に

向けての発表をしていただきます。 

当 NPO は、「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」をスローガンと

してこれまで活動してきました。この 10 年、活動を通してさまざまな苦労や葛藤もありまし

たが、喜びや楽しみもたくさんありました。少ない NPO メンバーながらも、皆で協力し、知恵

を出し合い、身体を動かし、一歩一歩歩んできました。一人ひとりの力は小さいかもしれません

が、徐々に理解者、協力者が増えていき、活動の輪が広がりつつあります。地域での活動拠点と

しての貯筋クラブは区内 25 ヶ所に増え、参加者も年々増加しています。「せたがや元気体操リ

ーダー」は現在 71 名になり、区内外を年間 3,000 回以上も活動しています。また、地域の高

齢者体操グループの交流会を開催し、区民が積極的に情報交換･交流が行える場づくりをしてき

ました。食育活動では、食育講座や料理教室の開催だけでなく、最近では食品ロス削減の問題に

も取り組み、世田谷市場まつり、農業祭などのイベントでの普及啓発に力を注いでいます。機関

誌も年 2 回発行できるように頑張っています。 

「区民が区民を支える、地域に根ざした健康づくり」は、「区民が区民を支える、健康な地域

づくり」へと発展しています。さらなる活動の拡充をめざして、どうか皆様には、今後ともご支

援･ご協力の程、よろしくお願い致します。（上記は白澤貴子が仲村智子にインタビューしてまとめました） 
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NPO 法人健康フォーラムけやき 21 は、世田谷健康プラン策定委員の有志により、｢区民が区民を支

える｣を理念とし、住民参加型の地域づくりと健康増進を目的として平成 17 年 6 月設立しました。こ

の 10 年を振り返りますと、地域のグループ活動を支えるせたがや元気体操リーダーの存在、そして当

NPO が計画的に育成、支援してきた 25 の貯筋クラブの存在、貯筋クラブ活動を地域に密着し広めて

こられた代表者はじめ参加者の皆様の歩みでもあります。また、近年の健康意識の高まりに相乗してせ

たがや元気体操リーダーをご利用頂いている地域の体操グループ活動の 10 年でもあるのです。行政は

もとより、公財）世田谷区保健センターの強力なご支援、ご協力を頂き、この 10 年にしてお互いの顔

が見える関係になりつつあります。地域の絆が深まり、誰もが安心して暮らしていける地域社会のあり

ようを、更にネットワークの輪を広げ模索発展させていきたいと考えています。 

「区民が区民を支える、地域に根ざした健康づくり」をめざして 

特定非営利活動法人 健康フォーラムけやき 21 

NPO 法人健康フォーラムけやき 21（平成 26 年 6 月現在） 

理事長：仲村智子  副理事長：伊藤昌子・沼田美恵子  監事：君羅 満・星野祐美 

理 事：岩本麗子・大木和子・川口 毅・久保園江・小林陽子・白澤貴子・星 旦二・村上秧子・湯川建一 



これまでの活動概要 

 

貯筋クラブ(筋トレ)事業 

介護予防事業 
食育事業 

せたがや元気体操 

リーダー養成派遣事業 

普及啓発･広報事業 

その他の事業 

17 

年 

度 

設 

立 

＜貯筋クラブ＞ 

祖師谷、瀬田 

宇奈根、二子玉川 

世田谷、八幡山 

６グループ交流会 

中川西（横浜市都筑区） 

 第 1 回養成講座 

リーダー33 名誕生 

リーダー派遣開始 

21 グループ 71 回 

設立総会・講演会 

「食育について」 

食と運動 講演会 

「食のバランスガイ

ドとは」 

「膝痛予防・体操」 

NPO パンフレット 

18 

年 

度 

さくら 

 

クッキングカーよる 

出前型食育講座 

東京農大、昭和女子

大、区民センター、児

童館などで開催 

「かつおぶしスープ」 

「野菜 350g の摂取」 

第 2 回養成講座 14 名 

（全リーダー45 名） 

リーダー派遣 

72 グループ 707 回 

スキル・パワーアップ講座 

機関誌 創刊号・2 号 

食と運動 講演会 

「生活習慣病と食生

活」 

19 

年 

度 

生涯現役フェアに参加 クッキングカーよる 

出前型食育講座 

大人の食育講座 

キッズ料理教室 

「My 箸作り」 

「魚のおろし方」 

第 3 回養成講座 18 名 

（全リーダー57 名） 

リーダー派遣 

74 グループ 1,134 回 

スキル・パワーアップ講座 

 

新潟中越地震ボランティ

ア活動（体操指導） 

機関誌 3 号・4 号 

世田谷会場なび作成 

食と運動 講演会 

「公衆衛生情報」に記

事掲載 

第 66 回日本公衆衛

生学会総会（愛媛）に

て成果発表 

20 

年 

度 

ハツラツ用賀 

給田 

木曜 

 

生涯現役フェアに参加 

クッキングカーよる 

出前型食育講座 

東京都食育フェア、世

田谷市場まつり、子育

てメッセなどに参加 

親子料理教室 

高齢者食育講座 

（全リーダー48 名） 

リーダー派遣 

92 グループ 1,895 回 

スキル・パワーアップ講座 

機関誌 5・6 号 

食と運動 交流会 

「話力の話」 

日本公衆衛生学会誌、

「都市社会研究」に活

動報告を掲載 

「保健師ジャーナル」

に記事掲載 

21 

年 

度 

下北沢 

北烏山 

ゆうりん 

等々力 

烏山なすの花 

砧友の会 

クッキングカーよる 

出前型食育講座 

世田谷市場まつり、農

業祭、子育てメッセな

どに参加 

大人の食育講座 

「銀座・東京ガス 

山岡シェフの有機野

菜を使った料理」 

第 4 回養成講座 12 名 

（全リーダー61 名） 

リーダー派遣 

126 グループ 2,342 回 

スキル・パワーアップ講座 

 

せたがや元気体操リーダ

ーあり方検討会 

機関誌 7・8 号 

第 68 回日本公衆衛

生学会総会（奈良）に

て成果発表 

 



これまでの活動概要 

 

貯筋クラブ(筋トレ)事業 

介護予防事業 
食育事業 

せたがや元気体操 

リーダー養成派遣事業 

普及啓発･広報事業 

その他の事業 

22 

年 

度 

22（ニイニイ） 

梅丘 

青春 

はなみずき 

 

生涯現役フェアに参加 

クッキングカーよる 

出前型食育講座 

東京都食育フェア、

子育てメッセ、市場

まつりなどに参加 

キッズ料理教室 

「パパの顔作ろう」 

シニアわくわくいき

いき食クラブ 

（全リーダー57 名） 

リーダー派遣 

142 グループ 2,775 回 

スキルアップ研修･交流会 

 

派遣登録グループ懇談会 

機関誌 9・10 号 

ホームページ 

第 69 回日本公衆衛

生学会総会（東京）に

て成果発表 

 

23 

年 

度 

わいわい 

けやき 23（ふみ） 

わくわく太陽 

ふかさわ 

 

貯筋クラブマップ作成 

クッキングカーよる 

出前型食育講座 

子育てメッセ、市場

まつり、農業祭など

に参加 

親子料理教室 

シニアわくわくいき

いき食クラブ 

第 5 回養成講座 14 名 

（全リーダー65 名） 

リーダー派遣 

138 グループ 2,692 回 

スキルアップ研修･交流会 

 

東日本大震災ボランティ

ア活動（体操指導・味の

素スタジアム） 

機関誌 11・12 号 

・号外（東日本大震

災に伴う元気体操リ

ーダーの活動） 

 

地域高齢者体操グル

ープ交流会 

事務所移転 

24 

年 

度 

経堂芙蓉 子育てメッセ、市場

まつりなどに参加 

シンポジウム 

「災害時の食支援」 

食育講座 

「離乳食から食育」 

（全リーダー65 名） 

リーダー派遣 

150 グループ 2,819 回 

スキルアップ研修･交流会 

 

機関誌 13・14 号 

ブログ開設 

地域高齢者体操グル

ープ交流会 

 

 

25 

年 

度 

貯筋クラブ交流会 

15 グループ参加 

子育てメッセ、市場

まつりなどに参加 

野菜クッキー、小松

菜蒸しパン販売 

 

リサイクル課と食品

ロス調査 

第 6 回養成講座 12 名 

（全リーダー71 名） 

リーダー派遣 

154 グループ 3,094 回 

スキルアップ研修･交流会 

機関誌 15・16 号 

保健センターまつり

に参加 

地域高齢者体操グル

ープ交流会 

NPO 活動協力者の

育成 

26 

年 

度 

 子育てメッセ、市場

まつり、農業祭など

に参加 

食品ロス削減事業 

「食品ロス削減の普

及啓発」 

食育サポーター育成 

（全リーダー71 名） 

リーダー派遣 

156 グループ 3,200 回

（予定） 

スキルアップ研修･交流会 

 

機関誌 17・18 号

（10 周年特別号） 

 

10 周年記念イベン

ト＜実践活動報告＞ 



貯筋クラブ(筋トレ)事業・介護予防事業 

 

貯筋体操－基本は３プラス１！－１日 15 回１～2 セットが目標 

 

 

腹筋(腹貯筋)    腕立て伏せ(腕貯筋)  スクワット(脚貯筋)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一緒に体操しませんか！？ 

いいききいいきき貯貯筋筋ククララブブ ～足腰の筋肉を鍛え、転ばない身体づくり 

NPO 法人健康フォーラムけやき 21 ＜世田谷区＞ 

烏山地域 

砧地域 

北沢地域 

世田谷地域 

玉川地域 

貯筋クラブ八幡山 

 

烏山貯筋なすの花 

わいわい貯筋 

22(ﾆｲﾆｲ)貯筋 

いきいき貯筋北烏山 

いきいき貯筋クラブ給田 

ゆうりん貯筋クラブ 

木曜貯筋クラブ 

祖師谷貯筋クラブ 

砧貯筋友の会 

けやき 23(ふみ)の会 

わくわく太陽食と貯筋 

貯筋クラブ宇奈根 

二子玉川貯筋クラブ いきいき貯筋クラブ瀬田 等々力貯筋クラブ 

青春貯筋クラブ 

いきいき貯筋クラブ世田谷 

いきいき貯筋梅丘 

下北沢貯筋クラブ 

さくら貯筋クラブ 

ﾊﾂﾗﾂ用賀貯筋クラブ 

経堂貯筋芙蓉の会 

はなみずきの会 

ふかさわ貯筋 

貯筋クラブの参加者数は年々増加しています 

（平成 24 年度 455 名、平成 25 年度 480 名、

平成 26 年度 542 名） 

”やって良かったなぁ体験”を身近な方々にお

知らせしましょう。仲間づくりで健康アップ！！ 

村上秧子（筋トレ事業担当） 

 

自立した生活を維持させるためには、筋肉を貯

めるしかありません。私達の進めている貯筋体操

はロコモティブシンドローム（運動器症候群）予

防に絶対必要な運動です。4 人に 1 人は 65 歳以

上の高齢者になりました。”人生 100 年社会”

へ突入です。「疲れにくい身体にする」「足腰を鍛

える」「上体・腕を鍛える」「体調を改善する」「ボ

ケない」を目指し NPO 法人設立より 10 年続け

てまいりました。更に介護予防の普及に努め一般

区民に広めてまいります。 

＋ 
片足立ち 

(脚貯筋) 

貯筋クラブは世田谷区内 25 か所に広がりました(地域での活動拠点の展開) 

定期的な体力測定で 

体力年齢をチェック。 

貯筋の効果を実感 

～転倒予防で健康寿命の延伸を目指して～ 



野菜をたっぷり食べる調理法の紹介や 

1 日 350g の野菜を秤に載せて、体験

するコーナー、鰹節からとった本物の

出しの試飲等、体験することを中心に行

ってきました。 

 

食育事業 

 

  
 

 

 

 

               

 

     

 

 

 

 

 

  

子どもやシニアを対象にした食育活動 

私たちの活動の出発点、それはクッキングカーによる出前型食育講座 

地元世田谷の野菜をおいしくたっぷ

り、無駄なく食べる方法を紹介しなが

ら、食べ物の大切さを伝える食育活動の

輪が広がっています。 

 

小林陽子・久保園江（食育事業担当） 

 

「食」の楽しさ、安全で健康によい食事、

日常生活上の工夫例、世田谷の地産地消等、

幅広いテーマで、世田谷保健所・産業振興部

等行政との協働による地域に出向いた活動

をベースに展開してきました。25 年度から

はリサイクル課との協働による食品ロス削

減に向けての普及啓発活動も始める等、環境

と食育という分野にも範囲が広がりました。

また、活動を支える食育サポーターの仲間も

増え、今後も NPO のきめ細やかなサービス

を提供することで区民の健康づくりを後押

ししたいと思います。 

 

 

伊豆田晴香（食育サポーター） 

 

私の食育活動は大学の調理実習でお世話になったシ

ェフとの出会いが始まりです。イベント会場でシェフ

と共に世田谷野菜を使った料理の紹介や調理のポイン

トを伝えます。最後に必ず「お母さん、おうちで家族に

作ってあげてね」と語るシェフの優しい笑顔が印象的

でした。シェフの食育はとてもシンプル。料理を通して

人とコミュニケートし自分の持つ食の知識を共有する

こと。そしてそれを家庭で実践してもらうことでした。

私の２歳の娘にも、一緒に食べる楽しさや食べものへ

の感謝の気持ちが芽生えるような体験をさせたい。そ

してその経験を食育活動に活かし、子育てママを応援

していきたいです。 

 

～身近な場所でわかりやすい食育を目指して～ 

バランスのとれたお弁当づくり 

地産地消を通して、食べ物の生産や大切さを伝える食育活動 

かつおぶしけずり体験 親子料理教室 
350g ってこれくらい? 

東京農大での第 1 回出前型食育講座 



せたがや元気体操リーダー養成派遣事業 

 

  

沼田美恵子（人材養成派遣事業担当） 

 

 第 1 回養成講座（平成 17 年 8 月開催）33

名のせたがや元気体操リーダー誕生から、現在

71 名のリーダーが 154 グループへと、派遣回

数も 3000 回を超え、世田谷区内外で活動し、

地域の皆さまの健康づくりのお手伝いをさせて

いただいております。 

 これからもグループの皆さまのニーズにそっ

た適正な派遣と、リーダーのスキル向上と成長

をめざし、グループの皆さまとのコミュニケー

ションをはかりながら、いきいき継続した活動

ができるように、また、さらなる健康長寿をめ

ざして活動してまいります。 

 

派遣回数・グループ数の推移 

平成 25 年度「第６回養成講座」で新たに 12 名が加わり、

現在 71 名のリーダーが世田谷区内外で活動中！ 

震災後、避難所にリーダーが出向き、避難された

方たちと一緒に体を動かした（平成 19 年新潟中

越、平成 23 年味の素スタジアム） 

平成 25 年度のリーダー派遣回数は 3,094 回 

多い日では、1 日 30 名のリーダーが地域の体操

グループに出向き、体操指導 

年間 6 回のスキルアップ研修 

指導力アップの研修だけでなく、 

リーダー同士の情報交換・交流を行う 

～体操を通じて地域の健康・体力づくりを目指して～ 



普及啓発・広報事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

健康ねっとニュース発行！ 

 

機関誌「健康ねっとニュース」は、年 2 回（春号・

秋号）3000 部発行 

最新版は 17 号（平成 26 年春号） 

役所、世田谷保健所、公財）世田谷区保健センター、

あんしんすこやかセンター（地域包括支援センタ

ー）などの区の施設に設置、地域で活動する体操グ

ループなどに送付、できるだけ多くの方々に見て

いただけるようにしている 

 

ホームページ・ブログ開設 

ホームページを立ち上げ、情報を発信！ 

できるだけ最新情報が提供できるようにブログも

開設。ホームページがきっかけとなって、他府県の

団体から連絡があり、もう少し詳しく知りたい、見

学したいということで情報交換をする機会も増え

た。ブログも随時更新中 

「けやき 21.com」で検索 

http://www.kenkoukeyaki21.com/ 

http://keyaki21.cocolog-nifty.com/ 

  

 

 岩本麗子（広報事業担当） 

 

 広報誌の目的は？－世田谷区民の健康のため、貯

筋クラブの普及と発展の一助に、また「どのように

皆に普及してきたか」歴史にとどめる事。 

 私は、広報担当理事として、前任者ができなくな

り何もわからないまま引き継ぎ今日に至る。一緒に

携わる人も集まってくださり、何とか完成すること

ができました。 

 たった一人でも「素晴らしい。よくできている

ね。」と言ってもらえると本当に良かった、また頑張

れるとの思いで一号一号わが子を育てるような気

持ちで作成にあたってきました。 

 思うように印刷があがらず悲しい思いになった

り、原稿が進まず皆に迷惑をおかけしたり、悪戦苦

闘の連続でもありました。世田谷区内に 3000 部

届くことを思うとこのくらいの辛労は当たり前と

思う昨今でもあります。 

 

平成 19 年 10 月日本公衆衛生学会総会（愛媛県松

山市）にて「クッキングカーによる出前型食育講座」

について発表 

発表内容は、保健師ジャーナルにて取り上げられ掲載

した。 

NPOの活動が、雑誌や

ラジオで取り上げられ

た。また、他の地域か

らの視察者も。 

～健康情報の発信！活動の普及啓発を目指して～ 

 

 



平成 25 年の「砧地域体操グループ交流会」 

 

その他の事業 

 

＜地域体操グループ交流会の開催＞ 

実施年月日 地域 開催責任者 
対象 

グループ数 

参加 

グループ数 

参加者 

人数 

その他 

（NPO 以外の参加者） 

H23.12.1 玉川 
保健センター 

・NPO 共催 
27 17 32 保健センター1 名 

H23.12.7 

世田谷 
保健センター 

・NPO 共催 

（4 地域 

合同開催） 

31 11 21 

保健センター2 名 
北沢 38 20 27 

砧 40 14 25 

烏山 20 8 14 

H24.8.31 砧 グループ代表

有志 

・NPO 共催 

35 21 47 

元気リーダー6 名 

砧健康づくり課 1 名 

保健センター1 名 

H24.10.18 烏山 23 17 39 
烏山健康づくり課 1 名 

保健センター1 名 

H25.10.18 砧(第 2 回) 

グループ代表

有志 

・NPO 共催 

34 17 39 

元気リーダー3 名 

地域包括支援センター 

2 ヶ所 

保健センター1 名 

H25.12.19 
世田谷 

 
30 16 32 

元気リーダー2 名 

地域包括支援センター 

4 ヶ所 

保健センター1 名 

H25.10.31 貯筋クラブ 

グループ代表

有志 

・NPO 共催 

25 15 49 

保健センター1 名 

世田谷保健所 1 名 

川口毅先生 

(昭和大学客員教授) 

  

平成 25 年の「貯筋クラブ交流会」 

15 グループが集まり活発な意見交換と交流を行った 

川口毅先生（昭和大学客員教授）による「区民共助に

よる健康づくりの大切さ」のお話を伺った 

 

 

参加者からの声・・・（一部紹介） 

＜参加してよかった理由＞ 

他のクラブのやり方、様子が聞ける 

他のグループの活動内容がよくわかる 

各グループの悩みを知る事ができて良かった 

活動の交流ができた 

なごやかな雰囲気でよかった 

運動が楽しかった 

＜参加したくない理由＞ 

短時間でよく話ができない 

交流の話し合いが十分できなかった 

＜その他感想＞ 

もう少し回数を増やしたい 

主婦や若い人達に仲間になってほしい 

ちょっとした茶話会をしてほしい 

～地域のネットワークづくりを目指して～ 



 

  

おめでとう 10 周年！今後に期待すること 

渡邊裕司（世田谷区世田谷総合支所 副支所長） 

 

もう、10 年も前になりました。健康せたがやプ

ランの策定委員会「健康フォーラム」のメンバーと

保健所が、千歳台地区会館に福永哲夫早稲田大学教

授（当時）を招き、「貯筋体操」をテーマに講演と

実技の会を開催しました。予想を超える多くの区民

の参加があり、参加者の声に後押しされ、祖師谷地

区に高齢者向けの貯筋体操教室が生まれました。そ

の後、健康フォーラムけやき 21 の運営する「いき

いき貯筋クラブ」として区内各地区で展開され、「元

気体操リーダー」の育成、体操教室への派遣など、

区民主体の健康づくり活動は発展しています。ＮＰ

Ｏの皆さんの、この 10 年間のご努力に敬意を表す

るとともに、今後も、食を通じた健康づくりや高齢

者の健康づくりを通じた、ヘルスプロモーションの

実践に取り組んでいただくことを期待しておりま

す。 

永見宏行（日本赤十字看護大学 非常勤講師） 

 

10 周年記念おめでとうございます。私は、当会

発足年の 3 月まで世田谷保健所にいました。当会

発足を推進された皆さんとともに「健康せたがやプ

ラン」を創りました。関係者の皆さんのお話とホー

ムページから当会のご発展を心弾ませて見聞きさ

せて頂いています。「いきいき貯筋体操クラブ」等

の事業のご発展はもとより、保健所・保健福祉セン

ター・保健センター・社会福祉協議会等々との連携

の構築を通じて、世田谷の「健康なまちづくり」を

先導しておられます。「健康せたがやプラン」はこ

のような活動を夢見て創られました。全国的に「健

康日本 21」や「地方分権・住民自治」が叫ばれる

中で、各地で類似のプランは数多く創られました

が、世田谷のように発展しているところは少数で

す。「けやき 21」のますますのご発展と、世田谷は

もとより全都・全国の「健康なまちづくり」の牽引

車となって頂くことを心より期待しています。 

須田成子（元世田谷区世田谷保健所） 

 

健康フォーラムけやき 21 の設立 10 周年、本当

におめでとうございます。 

 平成 12 年、健康せたがやプランの策定検討委員

会がきっかけでした。平成 14 年からは「区民主

体」、「地域との協働」を掲げたプランの取り組みが

動き始めました。その中で区民主体の活動を発展・

強化しようと、検討委員だった区民の方々を中心に

NPO が設立されました。その区民パワーに感嘆し

ましたが、今では地域の健康づくりの大きな担い手

として区内外に活動を展開し、その活躍は目を見張

ります。 

 一人ひとりの健康づくりから、人と人とのつなが

りづくり、地域づくりに貢献するけやき 21 の役割

は益々重要です。次を担う人材の発掘と活動の裾野

が区全域にきめ細かく広がることを心から期待し

ています。 

鵜飼健行（公財）世田谷区保健センター 

（世田谷区からの派遣）事務局管理課長） 

「健康フォーラムけやき 21」設立 10 周年を心よ

りお祝い申し上げます。「区民が区民を支える地域

の健康づくり」を目標に、行政（区）と区民を繋ぐ

懸け橋として地域に根ざした新たな健康づくり活

動に取り組まれたその努力と足跡は、まさに称賛に

値するものです。 

世田谷区初の総合保健計画「第一次健康せたがや

プラン」は、多くの区民参画＝『パートナーシップ

』に支えられ平成 14 年に策定されました。その中

心メンバーの皆様が、平成 17 年に貴法人を設立し

たことは、『新しい公共』による区の保健衛生の幕

開けとして大きな意味を持つものでした。 

今後は、これまで培ってきた健康活動の実績やノ

ウハウを、明日を支える区民の貴重な宝として受け

継いでいただくとともに、先駆者である皆様の更な

る飛躍とご活躍を大いに期待しております。 



 

  

田中美穂（公財）世田谷区保健センター 

 健康増進係長 運動指導員） 

NPO 法人健康フォーラムけやき 21 の設立 10

周年を祝し、心よりお慶び申し上げます。 

世田谷区の要請でリーダー養成事業の計画に着

手し、平成 17 年度、健康フォーラムけやき 21 と

協働でリーダー養成講座を開講しました。講座・実

習を経て「せたがや元気体操リーダー」が誕生しま

した。現在では、リーダー皆さんの活躍が区内に浸

透し、リーダーとしての活動を望む方々が増え、養

成講座への応募は 74 名（25 年度）に達しました。 

 今後、地域活動が益々盛んになる中、区民の支え

手となる「せたがや元気体操リーダー」の期待も大

きくなっていきます。この 10 年の節目を機に、さ

らなる発展を祈念すると同時に、皆様のご活躍を応

援させていただきます。 

和島早苗（公財）世田谷区保健センター  

健康増進係主査 運動指導員） 

思えば平成 17 年の夏、新規事業の担当となり第

1 回せたがや元気体操リーダー養成講座を開催し

ました。ゼロからのスタートで試行錯誤しながら無

事 1 期生のせたがや元気体操リーダーが誕生しま

した。期待と不安の中、NPO、保健センター、リー

ダーと共にこの活動を作り上げてきました。夢中で

走り続けて 10 年、現在では 6 期生まで養成され

総勢 71 名のリーダーが区民のために体操指導を

行っています。私たち運動指導員の手が届かない所

まで足を運び、頑張って頂き感謝します。 

私たち運動指導員は、より多くの区民に健康づく

りの大切さ、運動の楽しさを伝えていくことが目標

です。また、リーダーもその担い手となります。区

民の要望に応えられるよう共に努力し、協力し合っ

ていきたいと思います。せたがや元気体操リーダー

として、自身が元気になって自分を磨き、世田谷区

が元気高齢者の日本一になるよう共に頑張ってい

きましょう！ 

 

渡邉信之（祖師谷いきいき貯筋クラブ代表 

せたがや元気体操リーダー1 期生） 

平成 14 年 11 月「貯筋体操を始めませんか」

（世田谷保健所）の問いかけで、区内在住 60 歳以

上の方のための「貯筋体操の体験と講演会」（千歳

台地区会館）が開催されました。引き続き希望者に

翌年 2 月から 3 月まで月 2 回合計 8 回の貯筋教

室（祖師谷出張所）が開催されました。これをキッ

カケに最初の教室として祖師谷いきいき貯筋クラ

ブが誕生しました。区民がお互いに助け合う方針の

もと NPO「けやき 21」が設立され元気体操リー

ダーを養成し多くの教室を支援し着実に輪を拡げ

てきました。しかしながら現在貯筋体操を推進して

いる体操教室は、NPO に元気リーダー派遣依頼の

154 グループ（平成 25 年度）のうち 25 グルー

プに過ぎません。これからが正念場といえます。貯

筋体操の教室拡大は、きめ細かく工夫を凝らして進

めていかなければなりません。高齢化社会がますま

す深刻化していく中で、世田谷区はこれまでの健康

寿命を延ばす実績をあげております。「健康寿命の

世田谷区」をめざしましょう。 

  

 

鈴木弘子（いきいき貯筋クラブ宇奈根代表）  

 

１０年前に健康に良いからと勧められ、軽い気持

ちで始めた貯筋体操でしたが、今ではロコトレとし

て世間の注目を浴び、国や整形外科学会が力を入れ

て取り組んでいます。先日ある発見がありました。

ちょっとした手芸を行ったのですが、私たち体操グ

ループは全員が綺麗に仕上げることが出来ました。

他方で日常運動を行っていないグループは、ほとん

どが自力で完成できませんでした。運動することは

頭の機能にも影響を与えている事を改めて実感し

ました。まさに「持続は力なり」です。 

 私たちは小さなクラブですが、皆とても仲が良く

又運動後の月１回のスープタイムを楽しみ？に集

ってくださいます。これからも増々健康と自立した

楽しい老後を目指しています。 

おめでとう 10 周年！今後に期待すること 



（お名前はすべて敬称を略させていただきました。） 
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編集後記：皆様のご協力により、

「NPO 設立 10 周年記念号」が無

事に発行できました。ありがとう

ございました。本当に 10 年あっ

という間でした。これからもよろ

しくお願いいたします（白澤貴子） 

古田立夫（せたがや元気体操リーダー1 期生） 

  

平成 14 年偶然手にした「貯筋体操と講演会」の

パンフレットがそもそもの始まり。その後 NPO が

発足し、元気リーダーとしての活動を開始して９年

経った。今までに指導を行ったグループは 30 以

上。参加するだけで目的の半分は達成というグルー

プから、限られた時間できるだけ有効に体を動かし

たいというグループまで千差万別。終わった時「体

を動かして気持よかった」、「楽しかった」という感

想が聞かれるよう、グループにあった運動を多少き

つめに行い、また今まで運動習慣のなかった人が自

宅でもやってみたくなる動きを取り入れるよう心

掛けて来たつもりである。NPO の活動で多くの人

が健康寿命を延ばしていって欲しいものである。 

 

礒 洋子（せたがや元気体操リーダー1 期生） 

 

「光陰屋の如し」というように早いもので、私が元

気リーダーを始めて、10 年になります。退職して

この先どのように過ごしていこうかと考えた所、リ

ーダーの募集が有ると聞き応募しました。お互い様

にこちらの思いを伝える大変さは職場でも経験し

てきたので、できるかなと言う心配も有りました

が、相手の気持ちに寄り添い、自分も楽しむ気持ち

を大事にし、又、技術は付いてきてくれるものと信

じて活動してきました。私たちは第 1 期生という

ことで、何もかも手さぐり状態で、指導の先生方や

ＮＰＯスタッフ、また各グループの方々も大変だっ

たと思います。今後も貴重なご意見とご指導頂きな

がら、リーダーとして活動してまいります。 

鈴木晴美（せたがや元気体操リーダー2 期生） 

 

元気リーダー2 期生として地域の沢山の方々と

出逢い、自分自身の健康についての考え方等実り多

い 9 年間でした。 

歳をとったからと、じっと家に閉じこもっている

のではなく、幾つになっても目標を持ち、例えば友

人と薔薇を見に行きたいとか、皆と一緒に温泉へ行

きおしゃべりして美味しいものを食べ人生を楽し

みたいなど、どんな小さなことでも良いので目標を

持つことこそ、元気に自分の足で歩き積極的に人と

関わることが元気になると思っています。 

今後も元気リーダーの地域に根ざした活動がま

すます発展され、10 期生、15 期生と継続されま

すように・・・ 

そして私がスーパーオールドになった時に新し

く育っている元気リーダーさんと共に筋力アップ

が出来ている事を励みに頑張りたいと思います。 

 

伊藤昌子（介護予防事業担当） 

  

東日本大震災を境に安心安全そして共に地域で

暮らす仲間との絆の大切さが叫ばれてきた。高齢社

会に暮らす私達は、生涯現役をモットーに、NPO 活

動10年で培ってきた人々とのつながりの輪を更に

広め、一人ひとりの力は微力でも共に語り合う仲間

との協働で「健康的な地域づくり」の一端を担える

ように役割を果たしてまいります。     

おめでとう 10 周年！今後に期待すること 


