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生きいきライフ通信 

「令和元年」の活動方針 
会長 沢登 京子 

 平成10年「山梨県健康生きがいづくりアドバイザー協議会」が設立され活動を始めて20年

が経過し、元号も平成から“令和”となりました、超高齢化社会の到来と言われている現代、

気持ちも新たに更なる活動を起こしていきたいと思っております。 

  

 平成最後の昨年は、山梨県の地域福祉活動助成金をいただくことができ【健康寿命延伸・生

きがいづくり事業】として、甲府市で3回にわたる講演会などを実施致しました。高齢時代に

向けて”人生楽しむために・・・”考え・計画し・実践するなど、系統だって情報提供がで

き、一緒に学習し考える機会になりました。 

 

 日本中で話題となっている、「100歳大学の実践現場から」や「いつまでも元気でいるため

に、フレイルを知ろう！」そして「神奈川健生の社会貢献活動・フレイル事業」と「フレイル

予防の食事とは」と全国を先取りした事業を実施致しました。私達の全国月刊情報誌にも大き

く取り上げられました。又、山梨日日新聞でも取材し記事を掲載してくださいました。 

 

 現在は20名の会員で活動しておりますが、大きなイベントや講演会は甲府の中央での実施の

み、今年度は地域での活動を増やしていきたいと思っております。 

 

 昨年度に続き、フレイル（低栄養）予防への取り組みを広める事と、【いくつになっても挑

戦！頑張っている高齢者】についても紹介していきます。又高齢者向きのスポーツといわれて

いる「カーリンコン」なども普及していく予定です。今年度の「シンポジウム」も日程が決ま

りました。全会員で取り組んでいきましょう。 

  

 アドバイザーの活動【啓発、仲間づくり、機会・情報提供、相談・助言、能力発見・開発】

が山梨県全域で出来ますように、知名度も上げて、会員個人の持っている特技や趣味なども生

かしながら、いろいろな学習をし“健康生きがいづくりのアドバイザー”として頑張っていき

ましょう。 
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事務局長 漆原 信夫 

 事務局⾧就任が二年目となりました。現在会員は20名、多方面から参加を 

いただきありがとうございます。  

 

 仕事をもっている方が大多数のため、残念ながら全員が揃う事はありません。

毎月例会＆理事会等を行っています、事務局としましては多くの会員の皆様に 

参加いただき元気な姿を見れればと思っています。遠方からの参加は大変かと 

は思いますが宜しくお願いします。 

 

 また、年間行事として、例会・ねんりんピック・シンポジウム・養成講座等 

がありますが、何を行うにも皆様の協力が必要です。 

  

 今後も早めの情報発信に心掛けます。より良い会になりますよう一層のご協力をお願いします。        

会長 沢登 京子 

 人生100年時代といわれる高齢社会になってきました。元気で楽しく生まれ

育った地で、地域の人達との交流の中で“いつまでもはつらつと…・生きがいを

持ち・健康寿命を延ばす”生活ができることが、皆の願い、目標ではないでしょ

うか。今、県の「ことぶきマスターや南アルプス市社会福祉協議会」に個人や団

体で登録し、依頼によったり、自分たちで企画計画して、ボランティア活動をし

ております。調理実習、健康講話、栄養相談などにでかけております。子供から

高齢者、又、健常者から障害のある人達との出会いもあり、皆の頑張っている姿

にすごい刺激をうけます。「アコーディオンかついでやってくる、管理栄養士の

健康教室」と言われるととてもうれしいです。ついつい演奏も頑張ってしまいます。 

 

地域では「生きがいづくり・おやつづくり・子育て支援・劇団・音楽などの」ボランティア活動をし

ております。又、子供から高齢者まで皆で参加するサロンの代表をしています。今年で16年目です。サ

ロンでは、年に3回のグランドゴルフ大会、夏休み餅つき大会、夏休み宿題教室、手芸工作教室、卓球

場開設、音楽鑑賞(めずらしい楽器演奏)、クリスマス会、料理・クッキー作りなどを様々なことをしま

す。バスでの見学研修や地域の行事や事業に協力、参加もしております。盆踊りや運動会のアトラク

ションは、私達が担当させてもらっています。年に一度の地区分館祭りでは、“三世代交流広場”を担

当したり、出演もしております。今年は子供達の「トーンチャイム演奏部」もサロン内に作り、大人と

一緒に楽しんでいます。 

 

核家族化の社会の中で、高齢者から地域の文化や習慣等を教わり、子供や若い人達からは、未来へ向

けての元気や息吹をいただく。やることの見つからない人、外に出たくない人にも声をかけて、皆で笑

顔で、笑い声あふれる地域にしてゆきたいと思います。 
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副会長兼会計 市川 和男 

広報担当 横森 勝 

 昨年から広報担当ということで、健生のイベントには出来る限り参加し、皆

さまの活動状況の写真を撮ってまいりました。 

  

 私自身の仕事は、本年4月にパソコン＆スマホ教室「タスカルアカデミー」を

白州に移転し、自分史講座、定年後のライフプラン講座を中心にシニア向けの

地域密着型教室を目指した運営を行なっています。 

一方、ライオンズクラブメンバーとしての献血活動、薬物乱用防止教室実施な

ど、又、地域委員として市のお祭りやイベントのサポートなどの地域の奉仕活

動も行なっております。 

  

 今年度は、広報担当として外部への情報発信やメンバー間の情報共有を図るために、ＳＮＳの代表的

なツールであるＦａｃｅｂｏｏｋを山梨健生として作成し、継続的に相互に各メンバーの活動の状況を

知る仕組みを構築したいと考えております。 

つきましては、何かとご協力をお願いすることもあると思いますが、今後ともよろしくお願いします。 

 私が健康生きがいづくりアドバイザー資格を取得しようと思ったきっかけは何

だったのだろうと改めて考えることがあります。当時まだ４０代前半だった私

は、同期でアドバイザー資格を取得した仲間の中でも一番若いグループでした。

あとから気づいた事でしたが、この資格は中高年齢層がいかに健康で、生きがい

あふれる第二の人生を歩むかを共に考えるものだったのです。資格のタイトルを

素直に受け取れば、年齢を問わず「健康で生きがいを持って生きる為の様々な情

報を得られる資格」と解釈できると思いますし、今でもそのつもりで私自身活動

しています。 

 

私が４０代というまだ第二の人生と言われる年齢にほど遠い時期にこの資格に関心をもったのは、若

いうちに健康や生きがいについてしっかりした知識を身につけ、若くして大病を患ったりして生きがい

を失い大切な人生を後悔を背負って生きなければならないという状況をなくさなければならないという

使命感からだったと思います。資格を取得して１０年超経過しましたが、協議会活動では人生の先輩方

と一緒に時間を過ごすという、サラリーマンをしていたら絶対にできない世代間交流ができますし、そ

こから学ぶことは本当に貴重だなと思います。 

 

私が今一番願っていることは、私よりも若い世代の方が早く家族や自分や周りの人々の「健康生きが

い」について真剣に考えこのアドバイザー資格に関心を寄せて欲しいということです。超高齢化を乗り

切るために中高年齢層と若い世代が同じ方向を向いて共働していかなければならない時代になっている

と強く思います。できれば協議会としてももっと若い世代との交流の機会が持てたらと考えるこの頃で

す。 
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荻野 シゲ子（甲府市在住） 

齋藤 良子（笛吹市在住） 

   平成30年9月、笛吹市長から笛吹市フレイルサポーターとして認定を受けて1年になります。 

サポーターの役目の内容は「健康長寿の三本柱」体、栄養、社会参加について市民の方の状態を検査 

することです。 

 栄養・社会参加の状態は、ペーパーによる質問試法でテストします。 

 体の検査は、噛む筋肉の強さ、お口の健康度、足腰の筋肉の確認、更にサルコベニア(筋肉の減少)を

見る為に、①ふくらはぎの太さ、➁握力、③手足の筋肉量を検査します。 

 以上の検査をするのが、フレイルサポーターの役目です。 

 「健康生きがいづくりアドバイザー」の資格取得して19年、アドバイザー仲間に恵まれ、講演先の 

客等にも恵まれました。 

 私事、有難くも「米寿」であります。満州事変、上海事変、日中戦争、太平洋戦争の中で育ち、厳し

い国家体制の中、「命はお国のもの」と洗脳教育されました。甲府空襲で焼死体ゴロゴロを見ても、

「名誉の死」と思いました。その後、平和の中で家族を得、良き仲間にも恵まれて、只々、勤勉に暮ら

してきました。 

 「健康生きがいづくりアドバイザー」になってからは、アドバイザー仲間と共に、県下へ普及して 

廻り、演劇、講演、料理教室と多岐にわたりました。人生とは、自分がその時になって判る事が多い。 

「あれで良かったのか。」と反芻しています。 

※お忙しい中寄稿頂いた方のみ掲載させて頂きました。 

令和元年４月１日現在の協議会会員は２０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）  ※資格取得順 

川村 久江（西桂町在住） 

   近況報告として、大正琴演奏でグループ参加の予定が以下の通りあります。 

令和元年10月5日（土）県民の日 富士北麓駐車場、10月6日（日）富士ピュア都留フェスティバル 

織物・味噌・大正琴で参加、1月10日(日)第34国民文化祭新潟2019 大正琴やまなし清流の音にて参

加、12月1日(日)山梨県民文化祭富士山ホールで演奏参加。 

 NHKラジオ体操は、グループで5月より始めております。“劇団にしかつら”も町文化祭等で、円谷

さん達と楽しく続けております。 

 皆様には、大変ご無沙汰で申し訳なく思っております。お逢い出来るのを楽しみにしております。 
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堀内 幸代（富士吉田市在住） 

 健康生きがいづくりアドバイザーの皆様は、仕事を持ちながら、色々な資格を持ち、地域や様々な所

で、生きいきと活躍なさっている事、素晴らしいといつも思っています。 

 私は、生涯学習の一環として大正琴の指導をさせていただいております。地域の敬老会には毎年依頼

があり、生徒さん達と大正琴演奏を行ない、お年寄りの方々にも楽しんでいただいています。 

 ボランティア活動は、依頼がある時のみで、特に7月頃と9月頃が依頼があります。どんな形態でし

たら良いかと悩む事もあります。 

 大正琴以外にも手品もしているので、同じ事ばかりでは、利用者さんも飽きてしまうと思い、新しい

事も取り入れていくようにしています。 

 定例会などに参加する事により、私は、一つ一つが経験となり、うれしく思っています。 

これからも気がついた事など教えていただきたいので、よろしくお願い致します。 

芦澤 英子（南アルプス市在住） 

 山梨健生の仲間入りをして早、5 年が経ちます。今までは仕事をしていたので例会等も休みがちで活

動も出来ていませんでしたが、6 月より、高齢者の居場所「さんカフェ」をボランティア仲間と立ち上

げました。幸い福祉の仕事に関わっていたので、「さんカフェ」も抵抗なく進めることができました。  

 人生 1 0 0 才時代と言われる現在、自分の生きがいづくりと同時に、高齢者がいつまでも住み慣れ

た地城で、生きがいを持って楽しく年を重ねることができるようにと、健生で学ぶことや先輩方の教え

を参考にさせていただきながら楽しく活動をしています。  

後藤 芙美子（忍野村在住） 

 戦争終了後の混乱、目ざましい経済成長、医療、教育、産業の発達は生活の多様化と共に生活の至便

をもたらせました。 

 長寿社会を迎え、今は人生百年時代をどう生きるか・・・が高齢者に与えられた課題で、余生を生き

る喜びをかみしめて生活したい。自ら学び、横の輪を広げ乍ら、社会貢献し、自立することが必然的で

あると。 

 今日から自分の生き様を模索し、実践しましょう。 

深沢 清子（南アルプス市在住） 

 今，私達の短歌サークルにおいては，九十代の方々を筆頭にこの歌会に生きがいを覚え、日々の物

事の観察にも意欲的で，自分らしさを詠った作品が多いようです。夏休み期も続行して欲しい旨の要

請もあるぐらいです。 

 楽しみながら，物事への興味関心が，心のよりどころとなって，活気ある日常が過ごせることはな

によりです。この活動で一人でも多くの方が「ホット」できる充実の日々を送れることはうれしく思

う次第です。 

 皆様も楽しんでみませんか。 
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定例研修会 in 富士吉田 富楽時 

定例研修会を県立青少年センターで開催、体験いきいき 

１００歳体操で盛り上がりました。 

 沢登さん会長就任。前年度事業報告・決算報告・監査

報告、新年度事業計画・予算計画承認。シンポジウム

でフレイルについての基調講演決定。 

 

講演「100歳人生に向けて」(後藤さん)     富士山音頭紹介(地元の皆さん)  

漆原さんの指導とビデオ視聴で１００歳体操体験。 皆さん真剣な眼差しで体を動かして大満足。 

 ガンバ音頭紹介(円谷さん)          講演「管理栄養食と人生」(沢登会長)    

内容テンコ盛りで楽しく学べました。  吉田の人達のパワー全開で圧倒されました。!! 

県福祉プラザにて 
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さすがに皆さん日頃から意識が高く体力維持に努力していることがうかがえる結果でした。 

健康生きがいシンポジウム2018 

県立文学館にて 

第一部基調講演は、「人生100歳時代、健康寿命のカギは～１００歳大学の実践現

場から～」と題し、國松善次先生(元滋賀県知事) にご講演いただきました。 

第二部活動発表(４組)とシンポジウムでの活動事例を発表いただきました。 

人生１００歳時代を生き抜く知恵、１００歳大学のことについて、若々しく身振り、手振りで 

解かりやすくお話しいただきました、國松先生の生き方がとてもよいお手本と感じました。 

   傘寿(８０歳)過ぎても現役写真撮影 

    写団「ますほ会」志村暢三講師 

    国内外で３０年間の写真撮影活動 

詐欺予防劇 (寸劇融合紙芝居) 

  ことぶき勧学院「黄昏塾」 

７名の仲間と仲良く劇団続ける 
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高橋仁助 黄昏塾代表、加賀美短歌会 深沢清子代表、 

観劇ひまわりクラブ 野村直高団長の３名によるシンポジ

ウム。活動の状況、今後の抱負などを率直にに語っていた

だきました。次回も大いに楽しみです。 

    短歌で１００歳人生をめざし・詠む 

南アルプス市加賀美短歌会 深沢清子代表 

発足以来４１年、月に一度の短歌会実施 

     観劇「寅さんを取り巻く人達」 

   観劇ひまわりクラブ 野村直高団長 

地域のふれあい大切に慰問やイベント参加 

定例研修会 in 小淵沢 

「ぱんづくり」研修がスパティオ小淵沢体験工房で講師 茅野しずかさん

で開催されました。皆パンづくり初心者でしたが、上手に美味しく作る 

ことができました。茅野さん、事前準備、ご指導有難うございました。 

茅野さんの指導でパンづくりの工程(材料を

混ぜる、練る、発酵、たたむ、湯せん、8等

分、整型、トッピング、焼く)に従ってすすむ。 

きつね色に焼けたパンを前に皆で記念写真。 

試食しましたが、形は本職に少し及びません 

が、味は売っているパンより美味しかったです!! 

皆さんのご協力のお陰で今年も開催できました。ご苦労様でした。健康生きがいシンポジウムも

3年目になりますが、一回一回内容も充実し、参加者からも楽しみながら学べるとの評価をいた

だいております。今後とも継続して開催してゆける様、知恵を出し合って頑張りましょう!! 
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第一部基調講演は、「フレイル予防の実践と普及」と題し、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にご講演いただきました。 

第２回講演会 山梨県立図書館にて 

人生１００歳時代が到来しており、老いの長期化が課題に 

なっている。老いの長期化に対してレイル(虚弱)対策が必

要であり、栄養・運動・社会参加の健康長寿３つの柱を包

括的に行うフレイル予防プログラムが有効。具体的には、 

『市民主体』で取り組むフレイル予防活動が大切とのこと。 

解りやすいお話しで、大変勉強になりました!! 

第二部は、社会参加…８０歳なかば現役３名が現在の活動を紹介 

齋藤良子: フレイルサポーター、

自彊術普及活動 

川村久江: 大正琴指導、 

織物普及活動 

荻野シゲ子: 手品、郷土料理 

普及活動 

第一部講演は、「フレイル予防事業と神奈川健生の社会貢献活動」と題し、神奈川

健康生きがいづくりアドバイザー協議会理事・事務局長の大熊謙治先生にご講演い

ただきました。 

第3回講演会 山梨県立図書館にて 

先進的な取り組みを行ってい

る神奈川健生のフレイル予防 

事業と社会貢献活動の事例 

を具体的に紹介。参加者に 

対するフレイルチェックを実際 

行ない、要点を説明。 

生きいきと活動していて素晴

らしい!! 
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   食事を三食きちんと摂ることで、フレイル予防だけでなく、認知症・介護予防にも効果

がある。食事、運動、社会参加でフレイル予防することが大切。ユーモアたっぷりのお話し 

で、楽しくわかりやすく聞くことが出来ました。 

第二部は、「フレイル予防のための食事とは・・・」と題し、山梨県栄養士会会長の 

田草川憲男先生にご講演いただきました。 

定例研修会 in 南アルプス市 

「食材の上手な使い方で健康アップ」というテーマで、若草生涯学習

センターで講師 深沢清子さん(管理栄養士)で開催されました。 

 食品ごとに特徴、調理の留意点をテキストを使い、わかりやすく丁寧に説明していただ

いたので、理解しやすかった。 

 食材の選び方、食材の組み合わせ方、調理の仕方でビタミンやミネラルといった栄養の

吸収が違ってくるということが体系的に理解できました。 

 食材の頂点に立っているがニンニクでガン予防No,1の食材であることは初耳でした。 

油は酸化しにくいもの(アマニ油・えごま油・オリーブオイル)、自然製法の塩、精製されて

ない砂糖にした方がよいというお話しも参考になりました。 
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定期総会 
前年度事業報告・決算報告・監査報告、新年度事業計画・予算計画承認。 

会長より令和元年の活動方針の説明があり、昨年度に引き続き、特にフレイル予防

への取り組みをひろげること、カーリンコンの普及に力を入れることとした。 

県立青少年センターにて 

 

定例研修会が「信玄ミュージアムと武田氏館跡の散

策」という内容で開催 

甲府市武田氏館跡歴史館(信玄ミュージアム)でボランティアガイドをされている 

漆原信夫さんに案内され、常設展示室、特別展示室を見学。 

発掘された馬の全身骨格をはじめ貴重な資料に触れることができました。 

その後、武田神社内にある武田氏館跡を散策し、当時の武田三代の盛衰に思いを 

はせました。外周を歩き、少し疲れましたが貴重な体験になりました!! 

終了後、かいてらす内のレストランで食事しながら理事会を行いました。 

定例研修会 in 富士吉田 ふじさんホール 

地域の方を招いて、東海道五十三次読上げ、手品などアトラクションや講演などで 

ワイワイ盛り上がりました。日頃からの地道な活動によって地域の方と太い連携が 

とれていることがうかがえました。 

講師は、円谷さん、川村さん、堀内さん、後藤さんの4名。 
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 生きいきライフ通信34号が完成いたしました。広報担当として初めて編集、発行に携わる

ことになり、大きなプレッシャーを感じながらも何とか発行に至りました。 

途中、市川前広報担当をはじめ、メンバーからいただいた助言やご協力に感謝いたします。 

 

 協議会会員の数も20名と徐々ですが増加し、他のメンバーの活動内容や専門分野が分か 

らないという意見もいただいています。次回は、前もって時間を取って原稿の依頼をいたし 

ますので、多くの方に原稿作成にご協力していただきたくお願いします。 

  

 定例研修やねんりんピック、いきいきフェステバルなどのイベントには、全員で参加し、 

協力しあいながら、経験を積んでゆくことが大切だと思います。それによって各々のメンバー

のスキル向上、しいては山梨健生の発展にもつながるのではないでしょうか。 

  

 これからもメンバー同志協力し合って、頑張って行きましょう。  (編集長 横森 記)                                                          

 

 自分史というと、皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか。

最近の自分史はごく普通の方が比較的若い年齢で自分の今まで 

の足跡を文章にまとめて自費出版する流れになってきています。 

  

 自分史を作成するメリットとしては、まず自分の生きてきた 

証を子供や子孫に残すことができることです。 また、自分の 

ことを客観的に見ることができるようになり、人生に前向きに 

チャレンジできるようになります。更に、過去を振り返ることで、自分のやりたいこと、 

生きがいが見つかるなど多くのメリットがあることが注目されています。 

  

 私は本年から自分史をつくりたい方向けにパソコンというツールを使って作成する講座を 

開始しました。自分史を中心に地域の方と交流の輪を広げ、合わせて健生活動を行ってゆこ 

うと思います。 

 

                       自分史活用アドバイザー  横森 勝 


