
目次： 

「令和３年」の活動方針 1 

新人の皆さんの活動と抱負を

きく 

2-3 

2019年～2021年活動報告 4-7 

ひとこと ＆ 編集後記 8 

協議会会員 8 

山梨県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 

発行日 ２０２１.６.１ 令和３年（２０２１） 夏号 Ｖｏｌ.35 

生きいきライフ通信 

「令和３年」の活動方針 
会長 沢登 京子 

 令和2年度は“コロナ感染拡大防止”という活動が制限された1年でしたが、三密

を避けながらではありましたが、大きな事業は予定通り実施することができました。 

養成講習会も5名の方が受講・東京での資格認定講習が“コロナ”の影響で今のとこ

ろ受けられずにおります。仲間が少しずつ増え活動の幅も広がってくると思うととても楽しみです。              

 2016年から“フレイル予防で健康寿命延伸…生きがいのある楽しい人生を！”と講演会や活動発

表を行っておりますが、なかなか大勢の方の紹介ができません。昨年は共同募金会の配分金をいただ

きましたので、甲府市と南アルプス市の二カ所で行えました。今年度も“ともしび基金”の助成金を

いただくことができ二カ所で開催します。参加者に情報提供し元気を与えることにつなげていき、北

巨摩方面・富士吉田方面へと徐々に広げていきたいです。南アルプス市では講演と活動発表、甲府市

では“健康フェスティバル”として会員の特技や趣味を生かしたコーナーも設けて行います。 

 アドバイザーの養成講習も実施致します。“生涯現役”と私達会員も相互の親睦もはかりながら、

資質の向上に向けての研修会などをかさね活動していきます。 

 会員数の多かった時は、協議会の中に“三部会”を設け各自が得意とする部会で活動し、収益も得

ていたこともありました。①講師部会 ②劇団部会 ③カーリンコン普及部会でした。劇団（いきい

き劇団）のみに入りたい人が増えてきて、アドバイザー協議会から独立し、他の部会も会員が健康状

態や家庭の事情で退会し、部会維持ができなくなってしまいました。 

 “人生これから！・ 意欲いっぱい！”の会員が増えてきましたので、劇団の復活などから取り組

んでいきたいと思います。皆様のご協力ご支援のほどお願いいたします。 

山梨県富士川クラフトパーク内の 

イングリッシュ・バラ園で撮影 

『栄養・運動・社会参加で健康寿命延伸！ “高齢期を楽しもう”』 

健康生きがいシンポジウム開演前の 

真剣な打ち合わせの様子 
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堀川 清美（甲州市在住） 

 私は、甲州市塩山で桃の栽培をしています。 

実家が桃農家のため、12年前に就農しました。 

現在は、実家の92歳の父と主に作業しています。夫は会社員で、収穫時期には手

伝ってもらいます。農繁期には、臨時で雇用もしています。4年前に自宅を改装し

て、カフェも始めました。季節の営業です。自家農園の桃を使用して、桃パフェを

看板メニューにしています。今年はコロナのため、営業を自粛しています。来年以

降の営業については思案中です。 

 桃農家をするからには、いいものを作りたいと、地元の先輩方に弟子入りし、いろいろなことを学ばせて

いただいています。また、県の農業試験場の先生方の勉強会などにもに参加しています。 

果樹栽培は、結果が1年に1度なので、なかなか一人前になるのは大変です。一生懸命に頑張っていても、

気候には勝てません。「毎年1年生」と先輩の農家の方も言っています。私もその通りだと思います。 

それでも食べていただいて、「おいしい」と言われるように桃づくりに励んでいきます。 

 生きがいづくりの活動は、皆さんと一緒にはまだできませんが、今は桃づくりが私の生きがいです。 

会員の皆様が健康で、益々ご活躍されることをご祈念しています。今後ともよろしくお願いいたします。 

深沢 清子（南アルプス市在住） 

 交通事情の激しい道路脇に毎日たち、小学生を主に、中学生、高校生等の見守り活動

を行っています。 

 元気に「お早うございます」と挨拶の出来る児童には、こちらも元気をもらい「気を

付けて、行ってらっしゃい」を送ってます。 

 山梨は、横断歩道での歩行者優先マナーで下位との指摘がなされていますが、最近は

少しずつ改善されて来ているのには、ホット出来ますが、まだまだと感じるのは見守り

人ばかりではないと思います。 

 児童が安心して通学できる公道、そこから生まれる地域性、皆で育む思いやりの精神

のもと、やさしい山梨であって欲しいです。 

 そんな事を思いつつ、今朝もグリーンの制服・制帽・タスキに身を包み、黄色の旗を振って頑張ってい

ます。先日、小学校長より感謝状をいただき、尚身の引き締まる思いです。 

※H28以降に資格取得され、寄稿頂いた方のみ掲載させて頂きました。 

円谷 清子（西桂町在住）  

 生まれは、北海道の十勝種畜牧場で、その後、釧路、長野、茨城と流れ流れて現在

は、山梨の西桂町に住んでおります。 

 あちら、こちらの老人ホームやデイサービスへ行き、劇団にしかつらの団長をさせ

ていただきまして、浦島太郎や鶴の恩返し、その他、司会、朗読等をやったり、又、

戦争体験を語る集いの会の会長をさせていただいております。友達、仲間とは一人ひ

とりが仲良くして語り合うという事が大切な事ではないかと思っております。 

   又、オリンピック、パラリンピックの舞も月に二回ぐらい二十人位で踊って、楽し

くやってます。忍者もやってますよ。仲間が東京、静岡から来て、一緒に楽しんでい

ます。 

 二度とない人生をいかに生きるかで、やれる事はなんでもヤル。という事で、一日

を精一杯生きています。全国に仲間も大勢おりますが、是非、私に声をかけて下さ

い。行きます。できる事は何でもやります。それでは又。 
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大堀 ゆき子（南アルプス市在住） 

 生きがい健康づくりアドバイザー資格を取得して1年になります。 

 昨年のこの時期には思いもよらなかった現在の事態に直面して、あらためて高齢者の 

心身の健康について考えさせられました。 

 地域の交流イベントが軒並み中止になり、「不要不急の外出は控える」よう公の立場 

の方が強く訴え、連日の報道では高齢者や持病のある方は特に感染予防に留意しなけれ 

ばならないことも強調されています。 

 LINE、ZOOMと言われても初耳という高齢者も多いでしょう。インターネットでの 

商品注文もできず、市役所ホームページ閲覧方法もわからず、無力感に襲われているか 

もしれません。 

 今こそ、高齢者が自分で考え自分で学び自分で行動をおこすべきでしょう。まさに「生きがいと健康づ 

くり」のために適切な情報提供、助言をしていくアドバイザーがますます必要になっていく世の中である 

と思います。 

 コロナ禍だからこそ、私たちの使命はより大きなものになっていると感じています。 

加藤 重義（上野原市在住） 

1. 自己紹介  

（1）名 前： 加藤 重義 （かとう しげよし） 

（2）生年月日； 1948年5月30日生  

（3）出身地： 上野原市秋山4747 （旧秋山村） 

 2. 性格、趣味など  

（1）明るい、社交的、根気強い、 

（2）スポーツ観戦（野球、相撲、プロレス、ラグビーなどの)、  

（3）映画鑑賞（日本の)、演歌（懐メロ） 

 3. 健生アドバイザーとしての今後の抱負  

（1）人生100年時代を迎え、高齢化社会をどのように過ごしていったらよいのかを高齢者の皆さんと共に考 

         えていく。そのためのきっかけになるよう な、講話をしていきたいと考えています。 

（2）公民館での出前講座などで実施したい。  

（3）テーマ  

          ○よりよい人生を生きるための心構えについて 

          ○幸せな人生を生きるためのヒント  

 (小話）男性俳優のKさんは、デビュー当時から人気があり、仕事依頼も絶える ことはなかった。 

      しかし、しばらくしてどこからも仕事の声がかからなくなった。Kさんは今まで周囲の人達に､「ありがと  

      う」や「すみません」の言葉かけをしたことがなかった。そこで、周囲の皆さんに「ありがとう」の言葉 

      を使うように心がけた。出演依頼の声がだんだんかかるようになって、現在に至っている。私はこのタレ 

      ントさんから感謝の気持ちを言葉に表す大切さを学びました。皆さんはどう想いますか。  

野村 直高（甲府市在住） 

  1. 自己紹介  

        私は毎日五㌔のジョキングと腹筋を欠かさず行なっています。若い頃はノリデイック 

        スキーで何回も国体に出場した程、スポーツが好きで現在も70歳以上のソフトボール 

        とグランドゴルフに夢中です。 

  2. 得意分野  

       フーテンの寅さんの売（ばい）の口上が好きで、よく慰問でやっている。またカラオケ 

        のイントロが流れると、芥川隆行ばりのナレーションを即興でやる事が得意でよくやり 

        ます。 

  3. 今後の抱負  

        私が健康アドバイザーとしてできる事は、お年寄り達にお役に立つことです。御高齢者 

                                        が悩み困っていることを、少しでも解消するお手伝いをしたいと思っています。  
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いきいき山梨ねんりんピック２０１９に出展 

ミニコンサートに出演し、楽曲を演奏したり、手品を披露して多くの方から拍手がもらえました。 

活動の展示に興味を示された方も多く、又、バザーも盛況でほとんどの品物を売り切ることが 

できました。皆で楽しい1日が過ごせました。（参加者7名） 

 
ぴゅあ総合で、養成講座で使用する新たに改定したテキスト、

パワーポイントで作成された研修資料の使い方等を学ぶ研修

会が開催されました。（参加者7名） 

健康生きがいシンポジウム2019開催 県立文学館にて 

音楽療法の先駆者である松井紀和先生の講演「高齢期を楽

しもう」という演題で 、1.楽しむことが大切 2.音楽の効果 

3.五感を使う 4.人間関係が大事 5.自然な環境が必要 と

のお話がありました。ご自身の体験に基づいたお話で説得力

があり、皆さん、これからの生き方の一助になったのではと思

います。大事なのは、楽しむことを忘れず、楽しみながら生き

てゆくことが大切だと強調されてました。 

「フレイル予防で楽しくいきがいづくり」という演題で笛吹市 

フレイルサポーターの方々から資格取得してからの活動報告、 

サポーター仲間との絆の大切さを知ったサポーター体験、更に 

サポーターの活動を皆さんに伝えて欲しいとの話がありました。 

甲府ﾊｰﾓﾆｶﾒｲﾂによるハー 

モニカ演奏。懐メロ5曲を気持

ちを込めて演奏され、観客も思

わず口ずさんでいました。 
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新年会開催 

定例研修会 in 南アルプス 

新型コロナで中止になっていた定期研修会が南アルプス市ふるさと文化伝承館で再開されました。

久しぶりのメンバーとの再会でしたが、皆さん元気でほっとしました。芦沢さんと市教育委員会保坂

さんの詳しいお話しで、南アルプス市の歴史、徳島堰、土器などについて理解が深まりました。 

  （参加者14名） 

甲府、割烹三井で新年会が開催され、新年の顔合わせ、

今後の予定の確認など話し合われました。美味しい魚料

理を頂きながら、楽しく歓談できました。（参加者13名） 

西桂町上町公民館で養成講座、シンポジウムについての全体会議が行われ、新人の加藤重義さん、

野村直高さんが紹介されました。お二人とも人生経験豊富な方々ですので、今後の活躍が期待さ

れます。その後、円谷清子宅に移動して、自宅兼博物館の中を円谷さんに案内していただき、貴重

なコレクションを観覧できました。その後、和楽食膳「撫子」で美味しい昼食を頂きました。 

（参加者12名） 

定例研修会 in 郡内 

五味先生による体験発表、 

指先運動、スクワット実演。 
劇団ひまわりによる寸劇実演。

野村直高さんも熱演してます。 

シンポジウム。人の役に立ち 

たいという熱い情熱は3名共通。 
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定例研修会 in 北杜 
初めに養成講座、シンポジウムに

ついての会議が行われ、その後、

「私の健康法（アンチエイジング゛）」

について横森さんからの発表があ

りました。健康に関する関連する本

を読んだり、YouTubeやホームペー

ジで閲覧した知識などをもとに、 

第1回健康生きがい講演会開催 若草ホールにて 

一部基調講演『人生100歳時代到来!フレイル予防で健康長寿のまちづくり～つながりが健康を

つくる～』というテーマで東京大学高齢社会総合研究機構特任研究員の神谷哲朗先生から基調

講演をいただきました。老いの長期化に備え、高齢者のフレイル予防で健康長寿のまちづくりを

することや栄養・運動・社会参加がフレイル予防にとって大切であることを強調されました。 

二部活動発表では杉本健氏から「絆のまち」をつくるため、南アルプス市で自ら実践している高齢

者の生きがいづくり・小学生の見守り活動の実践事例を紹介していただきました。 

定例研修会 in 甲府 

続いて、沢登さんが講師となって介護予防のためのテストとてイレブンチェック、フレイルチェックを

説明され、参加者が実際、チェッくし、各自で診断しました。その後、各自の活動・現状発表を行

いました。コロナ禍でも皆さん元気で活動している様で安心しました。（参加者12名） 

全体会議で第1回健康生きがい講演

会アンケート結果・養成講座の報告、

次回の健康生きがい講演会等の説

明、又、賛助会員の関口忠志さんの

紹介が行われました。関口さんは現

役でお勤めですが、山梨健生の活動

に参加できるようです。 

福祉プラザにて 

韮崎市民交流センターニコりにて 

1.食事 2.運動 3.生活習慣の面から実践しているコロナ対応を含む健康法が紹介されました。

参加者からも各自行っている健康法を発表していただきました。（参加者10名） 
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県立文学館にて  

第一部基調講演 

 

第2回健康生きがい講演会開催 

第二部活動発表 

 

1.『フレイル予防のための日常の食生活』 

2.『山梨県のフレイル予防の取り組み』 

1.『山梨県年金受給者協会会員のふれあい活動』 

山梨県栄養士会会長の田草川憲男先生より、健康

寿命の延伸には、メタボ対策からフレイル対策が

必要であること、又、良質のたんぱく質、「BCAA」

を多く含む食品（卵・マグロ赤身・大豆・乳製品）を

摂って、主食、主菜、副菜を揃えて３食バランスの

良い食事がフレイル予防に大事との講演でした。 

筋肉量を減らさないように、運動とたんぱく質を 

中心とした食事の大切さが理解できました。 

山梨県福祉保健部健康長寿推進課認知症・地域

支援担当の白倉ゆかり先生より、山梨県は全国より

高齢化が進んでいるが、健康寿命は全国で上位で

あること、健康長寿の3つの柱として栄養、運動、

社会参加のバランスが大事であり、どれか一つが不

足してもダメで、三つが一緒に改善する早期の取り

組みが大切とのことでした。 

金丸会長から、会員の健康・福祉の向上、ｽﾎﾟｰﾂ振興、親善研修旅行の実施、入会の特典など

のお話がありました。続いて、末木女性部長より、楽しい仲間との交流が深められる旅行やﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ活動の紹介がありました。最後に、武田節に合わせて山梨ねんきん協会の歌を合唱。 

山梨文化学園江戸芸かっぽれ

講座の仲間達による伝統芸

「かっぽれ」の実演。 

江戸情緒たっぷりの、テンポの

良い踊りを満喫しました。 

2.『櫻川流江戸芸かっぽれ』 
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 この度、生きいきライフ通信35号発行の運びとなりました。仕事やボランティア活動にかかわる時間 

が増えたことで、編集する時間が取れず、発行が遅れてしまったことをお詫び申し上げます。 

 

 今回は平成28年以降に資格取得した方に活動状況、近況報告、得意分野、今後の抱負

などの内容を原稿依頼し、寄稿して頂いた方６名の原稿を掲載いたしました。どなたもお

仕事、地域活動、奉仕活動などいろんな分野で活発に活動されています。定例研修の折

に、活動の詳細を発表していただくなどして、皆で情報を共有し、お互いに切磋琢磨でき

ればと思います。 

 

 コロナ禍で予定されていた定例会やねんりんピックなどのイベントが中止になったもの

もありました。メンバーの活動をお聞きする機会も減り、記事の内容が私の判断で偏っている 

かもしれません。記事の内容について、ご意見がございましたら、遠慮なくご連絡ください。次回の発行

に生かしたいと思います。尚、今後、編集の仕方を工夫するなどして、発行は基本的に1年毎にしてゆく 

予定です。 

 

 健生山梨の会員数も３1名とここに来て大幅に増加しております。今後、コロナの影響で健生の活動が 

限定されてしまうことも多いかと思いますが、感染防止に配慮しながら、地道に活動を継続してゆくこと

で、健生山梨の発展につなげてゆければと思います。 

 

 これからも会員同志、お互い知恵を出し、協力し合って、健生山梨の活動を頑張って行きましょう。 

(編集長 横森 記)  

 

令和３年４月１日現在の協議会会員は３１名となりました。役職・名前と在住地をご紹介します。 

齋藤 良子（笛吹市）、顧問・川村 久江（西桂町）、荻野 しげ子（甲府市）、 

堀内 幸代（富士吉田市）、会長・沢登 京子（南アルプス市）、副会長・市川 和男（中央市）、 

広報担当・横森 勝（北杜市）、事務局長・漆原 信夫（韮崎市）、片田 珠美（身延町）、 

芦沢 英子（南アルプス市）、後藤 芙美子（忍野村）、沼倉 智華子（中央市）、 

岡田 みゆき（南アルプス市）、清水 祝子（南アルプス市）、武川 美保子（笛吹市）、 

堀川 清美（甲州市）、鮫田 友江（甲府市）、茅野 しずか（北杜市）、円谷 清子（西桂町）、 

深沢 清子（南アルプス市）、石川 佳代子（南アルプス市）、大堀 ゆき子（南アルプス市）、 

加藤 重義（上野原市）、野村 直高（甲府市）、堰口 忠志（甲府市）、穴水 美紀（甲府市）、 

石橋 佳子（甲府市）、保延 むつ子（甲府市）、和田 広子（笛吹市）、油井 直美（北杜市）、 

三神 寿男（甲斐市）  

                                     ※資格取得順 


