
愛宕・安野屋健康支援教室 

～新しい生活様式でも健やかに過ごすために～ 

全 12 回シリーズ内容のご案内 

 

①  8月 25日（火） 
自己紹介   毎日続ける「これだけ」メニュー 

体力測定（初回） 

②  9 月 1 日（火） 肩・胸広げて呼吸ラクラクミニ講話：感染予防 

③  9 月 8 日（火） ふくらはぎは第二の心臓 

④  9 月 15 日（火） 体の支柱＝体幹を鍛えよう！ 

⑤  9 月 29 日（火） 健やかな生活は毎日の習慣から！ 

⑥ 10 月 6 日（火） ロコモ・フレイル・サルコペニア ミニ講話：栄養 

⑦ 10 月 13 日（火）   笑う門にはストレス解消・免疫力アップ！ 

⑧ 10 月 20 日（火）   興味関心でアンチエイジング 

⑨ 10 月 27 日（火） 転ばぬ先のバランス強化 

⑩ 11 月 10 日（火）     頭やわらか脳活性化   ミニ講話：認知症 

⑪ 11 月 17 日（火） 握力・立ち座りは体力の指標 

⑫ 11月 24日（火） 
体力測定（最終） まとめと振り返り 

これからも続けて欲しいこと 

毎週火曜日開催で、時間は全て午後 1:30～２:30、 

愛宕公民館で行います。 

＊9 月 22 日と 11 月 3 日は祝祭日のためお休みです。 

＊主な内容の予定です。変更がある場合がありますのであらかじめご了承ください。 
＊教室前にご自宅で体温測定をお願いします。 

 体温が 37.5℃を越えている、咳・喉の痛みやだるさ・息苦しさがある、においや味 

がいつもと違うように感じる場合は、無理をせず教室を休みましょう。 

＊毎回、開始前に健康チェックを行います。 

＊各自でマスク、汗ふきタオル、水分補給のための飲み物をご持参ください。 

  



あたごやすのや健康支援教室（8/25） 

毎日続ける！これだけメニュー  例）朝食後・昼食後・夕食後に！ 

運動の効用①血管を強くする ②肺を強くする ③骨・軟骨を強くする 

④糖尿病予防(糖の分解を促進して血糖を下げる) ⑤ストレス解消！！     

１呼吸法お腹に手を当て、吐く時に腹筋がしまるのを感じながら３回 

①ゆっくりと鼻から 1・2・3 吸って、 

②口からフーッとできるだけ長く 1・2・3・4・5・6・7・8・9 吐く 

２肩甲骨の運動肩甲骨が背中で動くのを意識して、ゆっくり大きく 10 回 

①上げるー下げる：首をすくめるように 

②そらすーゆるめる：胸を張るように（両肘を背中で寄せるように） 

③回す：肘を曲げ腕を真横にあげ、肘で大きな円を描くように 

３基本のストレッチ それぞれポーズをとって声に出して 10 数える 

①腕肩伸ばし：前で両手を組み（裏返し）、体から前へ遠くへ 

②腕胸伸ばし：後で両手を組み（裏返し）、体から斜め下へ遠くへ 

③腕背脇伸ばし（左右）：両手を組み上に伸び、右/左へ倒す 

④股割ひねり（左右）：脚を大きく開き、手で腿の内側を押して更に開く 

⑤首回し（左右）：首をゆっくり大きく回す＊めまいのある人は首曲げで 

⑥膝回し（左右）：立って両膝を軽く曲げ、手で支えてゆっくり回す 

⑦アキレス腱・甲伸ばし（左右）： 

アキレス腱：膝を伸ばし踵をついて爪先は天井に向け、更に膝を押す 

甲：指を立てずに甲を床につけ、脚の重みで伸ばす 

４立ち座り運動イスから立ったり座ったり、５数えながらゆっくり 10 回 



足を肩幅に開いて、頭から背中はまっすぐに、頭が膝を越えれば必ず 

お尻が上がってきて、そこで膝を伸ばせば、ハイ！立てます！！ 

＊「ふるさと」を 3 番まで歌いながらすれば 12 回できます!(^^)! 

５つま先立ち（しっかりしたものにつかまって）踵を上げて 5-10 保つ 

＋毎日の生活に必要なさまざまな活動も立派な運動です！ 

運動強度＝メッツで考えると… 

①座って（１メッツ）なら 60 分 

②立って（２メッツ）なら 30 分 

③歩いて（３メッツ）なら 20 分   の活動がおすすめ 

＊横になったままや座ったままでなければ、どんな動きでもＯＫ 

３メッツ以上の活動＝動きながらする活動を一日に 40 分以上 

出来ると効果的！ 

例） ・皿洗い：1.8 メッツ 

   ・洗濯 ：2.0 メッツ 

   ・立って食事の準備：2.0 メッツ 

   ・ストレッチ：2.3 メッツ 

   ・庭水やり：2.3 メッツ 

   ・座ってラジオ体操：2.8 メッツ 

   ・歩く：3.0 メッツ 

   ・掃除：3.3 メッツ 

   ・階段昇降：3.5 メッツ 

人は作業＝活動をすることで元気になれる！～日本作業療法士協会～ 

 おすすめは 

にこにこペース！ 

笑顔で鼻歌や 

おしゃべりが 

出来るくらい 



あたごやすのや健康支援教室（9/1） 

～肩・胸広げて呼吸ラクラク～ 

①肺活量ってどのくらい？ 

➡男性：3000-4000ml、女性：2000-3000ml 

②呼吸はどんな役割をしている？＝ガス交換 

➡酸素を取り込み肺で血液に載せて全身の細胞に酸素を

届け、不要な回収された二酸化炭素を肺で受け取り排出 

③肺や呼吸はどうやって鍛える？ 

➡肺は単独では膨らめないので横隔膜や胸郭を柔軟にす

る必要がある！ 

レッツ・チャレンジ 

☆呼吸法と基本の姿勢：腹式～吸って 3 とめる～・猫背解消 

☆肋骨のストレッチ：脇ストレッチのポーズで呼吸法 

☆ティッシュ吹き：顔の前に垂らし前が見え続けるように吹く 

☆持続発声：「アー」～20 秒目標 

☆歌をうたう!！ 

「青い山脈」～手はグー・パン、足は１歩ずつ右左前後～ 

「みかんの花咲く丘」～手は肩・頭・上、足は 2 歩ずつ右へ左へ～ 

「ふるさと」～手話で合唱～ 

活動の前・途中・後には水分を摂りましょう！ 
  



 共通メニュー  

◎集まったひとからそれぞれ自由にはじめてみましょう！ 

０．準備運動 

：くの字体操～足は肩幅、リラックスして腰をゆっくり左右～ 

：肩甲骨の運動 ①上げる・下げる ②そらす・ゆるめる ③回す 

：ふくらはぎの運動～つま先上げ・踵上げ～ 

☆歌でステップ♪「青い山脈」♪「みかんの花咲く丘」にも挑戦！ 

◎みんなそろったら順にすすめていきましょう！ 

１．呼吸法（3 回） 

：鼻から 1～３吸って、口からフーッと１～９（3 倍長く）吐く 

２．基本のストレッチ（各ポーズ 10 秒保持で 1 回ずつ） 

：腕前・腕後ろ・脇・股・首・膝・足首 

３．立ち座り運動（数を数えて 5 回又は『ふるさと』1 番の歌詞で 4 回） 

        ＊できれば 10 回又は『ふるさと』3 番迄歌って 12 回） 

：1～5 で立って、1～５で座る（スロートレーニング） 

４．テーマに合わせたメニュー 

５．整理体操 

：くの字体操～足は肩幅、リラックスして腰をゆっくり左右～ 

６．呼吸法 

：笑いヨガ～花とろうそく～ 

  



あたごやすのや健康支援教室（9/8） 

～ふくらはぎは第二の心臓！～ 

① なぜ第二の心臓なのか➡ 

・血液の約 70％は下半身に集まっている 

・ふくらはぎには「ヒラメ筋」という遅筋と「腓腹筋」と

いう速筋があり、筋肉がポンプの役割をしている 

② ふくらはぎが元気だとどんないいことがあるか➡ 

・血流が良くなる 

・むくみがとれ、足が軽くなり、動きやすくなる 

③ ふくらはぎを元気にする方法➡ 

■つま先立ち⇔つま先上げ：座って/立って（掴まって） 

■つま先歩き 

■マッサージでリラクゼーション 

：膝の上にふくらはぎを載せて揺らす（寝て/座って） 

レッツ・チャレンジ！ 

歌に合わせてステップ 

「青い山脈」 手はグー・パン、足は１歩ずつ右左前後を

つま先立ちでやってみよう！ 

  普段の生活の中にもつま先立ち・つま先歩きを取り入

れよう！（例えばどんな場面で出来そうですか？・・・）

「継続は力なり」=毎日の習慣になれば自然に体力アップ 



あたごやすのや健康支援教室（9/15） 

   ～からだの支柱＝体幹を鍛えよう！～ 

①インナーマッスルって何？ 

➡からだの表面ではなく奥の方（深い所）にある筋肉（群） 

例えば、肩甲骨・上腕骨を支える回旋筋腱蓋、背骨・肋骨・骨盤

を支える横隔膜や腹筋群、背骨・大腿骨を支える腸腰筋などなど 

②インナーマッスルはどんな役割をしている？ 

➡微妙な動きや関節の位置、バランスの調整、姿勢の安定 

③インナーマッスルはどうやって鍛える？ 

➡おすすめはコレ！ 

腹式呼吸、ワイパー運動、お尻歩き、交互運動、両足上げ 

その１ 息を吸う時におなかを膨らませ、吐く時にひっこめる 

その２ 肘を 90 度曲げて脇をしめて机拭き 

その３ おしり～太腿までを歩く様に左右交互に引き上げる 

その４-① 肘と膝（同側）を近づける 

その４-② 肘と膝（対側）を近づける 

その５ 手で椅子の横を支えて両足上げ 

＊10 回を目安に挑戦してみましょう。 

＊背筋は伸ばして骨盤を起こしてするのがポイント！ 

＊ワンランクアップはそのまま 5 秒保持！ 

活動の前・途中・後には水分を摂りましょう！ 

いつでもどこでも！ 

毎日の食卓で！ 

 イスに座って 

過ごす時に！ 



＜体の中心を鍛えよう！＞～スロー筋トレに挑戦！！～ 

ポーズ１ 手を前で組んで横に 

3 秒かけてひねり、 

5 秒保持し、 

3 秒かけて戻る。 

ポーズ２ 手を組んで頭の上にあげて 

3 秒かけてひねり、 

5 秒保持し、 

3 秒かけて戻る。 

ポーズ３ 腕を組んで 

３秒かけてひねりと腿上げ、 

肘と膝をつけるようにして 5 秒保持し、 

3 秒かけて戻る。 

ポーズ４ 手で椅子の横を支えて 

3 秒かけて両足を持ち上げ、 

5 秒保持し、 

3 秒かけて戻る。 

スロースクワット 

膝を軽く曲げて立ち、3 秒かけて中腰になり、5 秒保持した後、

3 秒かけて膝を伸ばし切る直前まで戻る 

（＊後ろにイスを置き、机に掴まって行うと安全！） 

 



あたご・やすのや健康支援教室（9/29） 

 ～健やかな生活は毎日の習慣から～ 

■健康は健口から！ 

①歯：奥歯で噛めるシアワセ♡ 

②舌：パ・タ・カ・ラ 

③口：あーいーうーべー 👅 

④頬：ふくらまし/すぼめ☆ 

⑤まさかの誤嚥に備えて 咳練習（手拍子しながら） 

は・は・は！ひ・ひ・ひ！ふ・ふ！へ・へ！ほ・ほ・ほ！ 

■日課で生活体力アップ！ 

①呼吸法：鼻から 1～３吸って、口から３倍長く 1～９フーの形で吐く 

②肩甲骨の運動：上げる/下げる・そらす/ゆるめる・回す を 10 回 

③基本のストレッチ：７つのポーズ をゆっくり 10 数えて 

④立ち座り運動：イスから立つ座る を５数えながらゆっくり 10 回 

⑤つま先立ち：（しっかりしたものに掴まって）踵を上げて 5～10 秒 

☆生活の中の活動も立派な運動です！ 

■質の良い睡眠で健康支援！ 

①朝の食事と日光浴でねむりとめざめのメリハリを 

②日中は寝たきり、座りきり要注意 

③寝る前は自律神経をリラックス 

  

滑舌・嚥下に重要！ 

噛めば脳も活性化！ 

唾液を増やし鼻呼吸に！ 

唇を閉じる力でゴックン！ 

寝る時間は違っても、 

起きる時間は一定に！ 

 
目安になるマイコップやボトルで 

こまめな水分補給も忘れずに！ 

呼吸法＋今日一日の良かった事を 

３つ心に浮かべてみて！ 

声を出し笑えば同じ効果！ 

一日の 

どのタイミングで 

しましょうか？ 



あたごやすのや健康支援教室（10/6） 

①ロコモティブシンドローム：運動器症候群 

➡骨・関節・筋肉の衰えから生活の自立度が低下していく 

１．まずは、ロコチェック～当てはまれば要注意！～ 

① 片足立ちで靴下がはけない 

② 家の中でつまずいたり滑ったりする 

③ 階段を上るのに手すりが必要 

④ 横断歩道を青信号で渡りきれない 

⑤ 15 分くらい続けて歩けない 

⑥ 2kg 程度の買い物をして持ち帰るのが困難 

⑦ 家のやや重い仕事が困難 

２．さあ、ロコトレ！ 

ダイナミックフラミンゴ（開眼片足立ち） 

ロコモン体操（スクワット） 

②フレイル：体と心、社会性の虚弱状態で老年症候群の１つ 

➡ 運動 ・ 栄養 ・ 社会参加 の３本柱で予防可能！ 

 

③サルコぺニア：筋肉量の低下、筋力の低下、身体能力の低下 

 

➡毎日の様々な日常活動の習慣とその継続が大事です!! 

活動の前・途中・後には水分摂取をお忘れなく！ 

 
目は閉じないで、足を 5cm 程上げて 

左右 1 分間ずつ 1 日 3 回 

必ず何かにつかまって！！ 

 

足は肩幅より広く開いて 

つま先は外向き 

ゆっくりお尻を下すのを 

５回、１日３回 

ウオーキングなら 

１日 5000～6000 歩！ 

1 日に体重１kg あたり 

１g のタンパク質摂取を！ 

健康教室や地域のサロン、 

買物などの外出と交流！ 

手足の筋肉量が減る 

＝痩せる、細くなる 

歩く速さが遅くなる 

（0.8m/秒以下） 

握力の低下（男性 26kg 以下 

女性 18kg 以下） 



あたごやすのや健康支援教室（10/13） 

  ～笑う門にはストレス解消・免疫力アップ～ 

 

●変顔体操：「あ・い・う・え・お」でストレッチ 

あー：喉の奥まで広げる様に口を大きく開けて、目もみひらいて 

いー：首の左右に筋（スジ）をたてるくらい口を横に引いて 

うー：口を小さくすぼめてとがらせて、眼もつむって 

えー：舌をベーと長く出して 

おー：鼻の下も伸ばす様に口を縦に、顔も上下に伸ばす気持ちで 

 

●笑いの発声練習 

長息（長生き）持続発声「あー」：10→20 秒を目標に 

誤嚥予防の咳練習にも「は・ひ・ふ・へ・ほ」：力強く区切って 

 

 

●歌に合わせてステップ～ワンランクアップは大股・膝を曲げて！～ 

「青い山脈」～手はグー・パン、足は１歩ずつ右左前後～ 

「みかんの花咲く丘」～手は肩・頭・上、足は 2 歩ずつ右へ左へ～ 

「ふるさと」～手話の身振りをおおげさに～ 

 

●花とろうそく～右手には良い匂いのする花、左手には火のついたろうそくを～ 

 
“ながら”は脳の活性化に効果的。 

失敗しても大丈夫。笑えば 

“幸福ホルモン（セロトニン）”アップ！ 

シリーズ 

後半戦！ 
まずは準備運動 

声の通り道は息の通り道 

楽しく体を動かせば一石二鳥！ 

最後はやっぱり呼吸法 



あたごやすのや健康支援教室（10/20） 

～興味・関心でアンチエイジング～ 

体も心もあったかいほうがいい！ 

１．健康ゆすり・・・手足を伸ばしてキラキラ・くるくる軸回転 

～「貧乏ゆすり」5 分続ければ皮膚温 2℃上昇！～ 

⇒きらきらシンクロ体操：「きらきらぼし」♪に合わせて 

 

２．交互運動・・・背中は丸めず対角線の肘と膝を寄せるように 

～歩くときの体の動きをいつでもどこでも！～ 

⇒「線路はつづくよどこまでも」体操：ダンス風のメリハリで♪ 

 

３．スロトレ・・・ゆっくりじっくりで回数が少なくても効果的 

～3 秒で動作、3-5 秒保持、3 秒で戻り、遅筋を鍛える！～ 

⇒「大」の字ゆっくりスクワット：「ふるさと」♪に合わせて 

 

＊運動の前後には呼吸法で息を整えましょう。 

 

４．興味・関心チェックシート 

 「していること」「してみたいこと」「興味があること」が 

たくさんあればあるほど、実現できていれば出来ているほど 

いきいきします！あなたが大切にしたいことは何ですか？ 

＊人は作業をすることで元気になれます。  

 

 

体 

心 
 



あたごやすのや健康支援教室（10/27） 

～転ばぬ先のバランス強化～ 

10 月 10 日は=10:テン・10:とお=転倒予防の日！ 

 

１．交互運動 

♪「線路はつづくよどこまでも」に乗せて 

肘と膝を寄せて（同じ側・対角線同士） 

２．つま先立ち・歩き 

日常生活の中で実践！・・・例えば、洗面所で歯磨きの時に・・・

台所流しで食器洗いしながら・・・トイレの帰りに・・・ 

３．階段一段昇降（前・後ろ） 

手すりに掴まり、前に一段上がり降り、後ろに一段上がり降り

右足から、左足から、ゆっくり順にやってみましょう 

４．歌に合わせてステップ 

～大股・膝を曲げればワンランクアップ！～ 

「青い山脈」～手はグー・パン、足は１歩ずつ右左前後～ 

「みかんの花咲く丘」～手は肩・頭・上、足は 2 歩ずつ右へ左へ～ 

 
こうならない様に・・・ 

脚の力と体のバランスを 

鍛えましょう！ 

 

座って、立ちって、横になって・・・ 

どの姿勢でも出来ます！ 

ほかにもどんな場面で 

出来そうですか？ 



参考骨折予防には栄養も大事！ 

 

 

＊リン（インスタント食品等に多く含まれる）や塩分はカルシウムの吸収

を邪魔したり、排泄してしまったりするので摂りすぎに注意しましょう。 



あたごやすのや健康支援教室（11/10） 

もしもしかめよ♪に合わせて切り替えに挑戦！ 

●グーをパーで包みましょ♪ 

●鼻耳つまみ 

 片方の手は鼻を、もう片方の手は反対側の耳をつまむ 

 

せーの！に合わせて気合を入れて切り替えよう！ 

●「待て」と「パンチ」 

 

ひたすら足踏みしながら頭を働かせよう！ 

●コグニステップ 

3 の倍数の時には数を数えずに手を叩く 

●古今東西○○ゲーム 

 例）都道府県名、果物名、動物名、魚名、などなど 

 

歌に合わせてステップを踏もう！ ワンランクアップは大股・膝を曲げて 

「青い山脈」～手はグー・パン、足は１歩ずつ右左前後～ 

「みかんの花咲く丘」～手は肩・頭・上、足は 2 歩ずつ右へ左へ～ 

  「ふるさと」～手話の身振りをおおげさに～ 

 

利き手でない側を日常で意識して使ってみよう！ 

歯磨き、髪を梳く、テーブル拭き、スプーンやフォークで食べる、などなど 

 

簡単な課題より少し難しい課題の方が脳が一生懸命働きます！ 

「切り替え」や「ながら」の

活動が脳トレに効果的！ 

間違えた時はハハハ

と笑い飛ばして幸福

ホルモンアップ！ 



あたごやすのや健康支援教室（11/17） 

～握力・立ち座りは体力の指標～ 

①握力：  kg 

➡あべこべ運動でパワーアップ！ 

＊男性 26kg 以下、女性 18kg 以下はフレイルリスクに注意 

②立ち座りテスト：30 秒間に  回 

➡両手を胸で組み、足は肩幅で、反動をつけずに椅子から立ち座り 

＊19 回以下＝初級者、20-31 回＝中級者、32 回以上＝上級者 

  リズムに合わせてテンポよく繰り返してみましょう！ 

  第一段階：骨盤体操 

骨盤を立てたり寝かせたり＝おへそを突き出したり引っ込めたり 

  第二段階：さあ、立ち座り！ 

③片脚立ち：目標 60 秒！ 

➡ぐるぐる訓練でバランスアップ！ 

足首・膝・腰・胸・首をゆっくり回してみましょう！ 

第一段階：ぐるぐる回し 

第二段階：足文字書き 

膝を伸ばし、足首を起こして足の裏で書く＝１から順に10まで！ 

  第三段階：さあ、片脚立ち！ 

    膝の裏をピンと張って、足の裏の体重のかかり方を感じて 

  

かなめの関節をほぐして 

支える力をつけて 

骨盤を立てると背中が伸びて 

立ちあがりやすくなる！ 

体力チェックを 

してみましょう！ 胸の前で左右の手

を握って引っ張り

合うのをリズミカ

ルに繰り返す！ 



＜できたらこんなことにも挑戦してみましょう！＞ 

１．後ろ足伸ばし～スロトレ（３秒で動き、５秒保持）で～ 

①椅子につかまり足を後ろに上げる（上げすぎない！） 

②左右交互に行う 

③腕も交互に上げながら行う（同側、反対側） 

 

２．大股一歩 

①椅子に横手でつかまり、一歩踏み出し、また戻る 

②左右交互に行う 

③少しずつ大股にしていく 

 

3．段差昇降 

①踏み台や階段一段などの段差を上がり、下りする 

＊手すりや壁などで支えて安全に行いましょう 

＊降ろした足からまた昇るのがポイント 

 

4．四つ這いバランス 

①四つ這いで片方ずつ腕を前へ伸ばす 

②片方ずつ脚を後ろへ伸ばす 

③対角線の腕と脚を交互に伸ばす 

 

  



あたごやすのや健康支援教室（11/24） 

これからも続けて欲しいこと 

１．呼吸法：鼻から１～3 吸って、口から１～９フーッと吐く 

２．肩甲骨の運動：3 種①上げる/下げる②そらす/ゆるめる ③回す  

３．基本のストレッチ：７つのポーズ  

①腕（前）②腕（後ろ）③左右（脇）④左右（股）⑤首（回し）⑥膝（回し）⑦足首 

４．立ち座り運動：１～５で立って、１～５で座る（スロートレーニング） 

足は肩幅、背中はまっすぐに、頭を下げて膝を超えれば、おしりが上がる！ 

５．つま先立ち：踵をあげて 5～10 

６．生活の中の活動：洗面、歯磨き、食事の準備、掃除、庭作業、買物、歩く 

７．脳トレ： 

  待て！とパンチ！ ＊A より B が難しいのには訳がある！ 

A. 突き出した手はパー（待て！）、胸元はグー 

B. 突き出した手はグー（パンチ！）、胸元はパー 

  コグニステップ 

①数を数えながら足踏み（30 まで） 

② 3 の倍数の時は（声に出して数えずに）手を叩く 

③ ①・②を同時に行う 

８．歌に合わせてステップ～ワンランクアップは大股・膝を曲げて！～ 

「青い山脈」～手はグー・パン、足は１歩ずつ右左前後～ 

「みかんの花咲く丘」～手は肩・頭・上、足は 2 歩ずつ右へ左へ～ 

  「ふるさと」～手話で合唱～ 

９．整理体操：くの字体操～足は肩幅、リラックスして腰をゆっくり左右～ 

10．呼吸法：笑いヨガ～右手に匂いの良い花、左手に火のついたろうそく～ 

 

身の回りの事すべてが体を動かす良い活動 

運動中息は止めず数を数えて 

失敗しても大丈夫！ 

笑えば幸福ホルモンがばっちり 

にこにこペースがおすすめ！ 

“～ながら”で脳トレ！ 



 

続けてますか？  ～フォローアップ教室～ 

呼吸法 

鼻から吸って、口からフーと吐く。吐く方を３倍長く。 

（１・２・３、 １・２・３・４・５・６・７・８・９） 

 ７つのストレッチポーズ 

 ゆっくり伸ばしたまま１０数えて、ふわっと緩める！ 

（腕前、腕後ろ、脇左右、股開き、首回し、膝回し、足） 

立ち座り運動 

足は肩幅に。頭が膝を超えるとお尻が上がる！ 

5 秒かけてゆっくり立って、5 秒かけてゆっくり座れば 

スロトレ効果抜群！ 

  骨盤体操 

  おへそを意識して、出したり、引っ込めたり          

（＝骨盤を立てたり、寝かせたり） 

  スロトレ スクワットとつま先立ち 

  3 秒で動作、5 秒保持、3 秒で戻り、遅筋を鍛える！  

運動中、息は止めない。数をかぞえたり、歌を歌ったり！ 

おすすめは「ニコニコペース」！ 

（＝笑顔で、鼻歌を歌ったり、会話をしたりできる程度） 

合間の呼吸法、水分補給も忘れずに！



覚えてますか？ ～仲間が集まったらやってみたい、脳トレ体操！～ 

１．待て！とパンチ！ 

①突き出した手はパー（待て！）、胸元はグー 

②突き出した手はグー（パンチ！）、胸元はパー 

２．コグニステップ 

① 数を数えながら足踏み（30 まで） 

② 3 の倍数の時は（声に出して数えずに）手を叩く 

③ ①・②を同時に行う 

３．歌に合わせてステップ！ 

「青い山脈」 

～手はグー・パン、足は１歩ずつ右左前後～ 

「みかんの花咲く丘」 

～手は肩・頭・上、足は 2 歩ずつ右へ左へ～ 

 「ふるさと」 

  ～手話の手振りを大きくおおげさに～ 

 

＊運動中、息は止めない。数をかぞえたり、歌を歌ったり！ 

＊少し頭が混乱して笑っちゃうくらいがちょうどいい！？ 

＊たくさん笑って幸福ホルモン（セロトニン）を出そう！！ 

＊最後は呼吸法も忘れずに！ 

～笑いヨガ方式（花とろうそく）もおすすめ！～



＋毎日の生活に必要なさまざまな活動も立派な運動です！ 

運動強度＝メッツで考えると… 

①座って（１メッツ）なら 60 分 

②立って（２メッツ）なら 30 分 

③歩いて（３メッツ）なら 20 分    

の活動がおすすめ 

＊横になったままや座ったまま以外なら、どんな動きでも

ＯＫ！ 

３メッツ以上の活動＝動きながらする活動 

を一日に 40 分以上出来ると効果的！ 

例） ・皿洗い：1.8 メッツ 

   ・洗濯 ：2.0 メッツ 

   ・立って食事の準備：2.0 メッツ 

   ・ストレッチ：2.3 メッツ 

   ・庭水やり：2.3 メッツ 

   ・座ってラジオ体操：2.8 メッツ 

   ・歩く：3.0 メッツ 

   ・掃除：3.3 メッツ 

   ・階段昇降：3.5 メッツ 

人は作業＝活動をすることで元気になれる！ 

～日本作業療法士協会～ 

また元気でお会いしましよう！ 

 おすすめは 

にこにこペース！ 

笑顔で鼻歌や 

おしゃべりが 

出来るくらい 


