
令和元年度第 1回市民ヘルスミーティングの様子（７月開催公民館） 

ふなばしシルバーリハビリ体操指導士さんのミニ講演がありました 

７/２（火）新高根公民館    参加者 61 名（男性 8 名、女性５３名）  

第１回ミニ講演  ふなばしシルバーリハビリ体操指導士   児玉 栄夫 氏 

★グループワークの様子★ 

グループワーク終了後にどのような話をしたのか、各グループに発表してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７/3（水）丸山公民館    参加者４１名（男性１０名、女性３１名）  

第１回ミニ講演  ふなばしシルバーリハビリ体操指導士   柳 純夫 氏 

★グループワークの様子★ 

グループワーク終了後にどのような話をしたのか、各グループに発表してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐畑から来ている。現在合唱サークルを 4つ掛け持ち、色々なサークルをやっている。フリフリグッパ

ーもやっていたが膝の手術をしてから参加できなくなった。シルバーリハビリ体操は広報を見て参加。

グループで色々な方の話が聞けて、また色々と参加しようと思った 

 

以前は杖をついてすり足で歩

いていたが、ふなばしシルバー

リハビリ体操に参加するよう

になってから歩けるようにな

った。今では法典・丸山・塚田

公民館・西老人福祉センターの

体操教室に参加している。継続

は力なり 

90歳。以前は合唱をやっていた

が、団員の高齢化が進み、解散し

た。それからやることがなく、家

にいたが、この体操教室に参加す

るようになって外出するように

なった 

手足のしびれがあり、たくさ

ん歩けない。毎日仰向けで

30分体操している。スクワ

ット、つま先の上げ下げも継

続している 

御滝神社経由で公園のラジオ体操

は緑を存分に味わえるし、近くの氏

神に参拝することで気持ちも引き

締まり、さわやかな 1日が始めら

れると思う 

子育てが終わり、お互いこれからの生き方に共有ができ、近所の方と会うとよく話をするようになった 

高根木戸から買い物も遠くまで行く

ようにしている。薬局まで毎日出か

けるのが日課、目標は 5000歩 

 

体操指導士 児玉 栄夫氏

のミニ講演がありました。 

８0歳になってから指導士

養成講習会を受講。「地域の

皆さんと地域の指導士が力

を合わせて」と言うことを目

標に活動されているようで

普段の活動の思いを伝えて

いました。 

体操指導士 柳 純夫氏のミニ講演がありました。 

仕事をリタイアしてから多少の暇ができたので何か自分にでき

ることはあるかと考えたときに地域の回覧板でシルリハ指導士

養成講習会のお知らせをみて、やってみようと思ったと話されて

いました。 



７/3（水）松が丘公民館    参加者４9 名（男性５名、女性４４名）  

第１回ミニ講演  ふなばしシルバーリハビリ体操指導士   安藤 三貴子 氏 

★グループワークの様子★ 

グループワーク終了後にどのような話をしたのか、各グループに発表してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

７/４（木）夏見公民館    参加者３２名（男性１０名、女性２２名）  

第１回ミニ講演  ふなばしシルバーリハビリ体操上級指導士   石黒 安代 氏 

★グループワークの様子★ 

グループワーク終了後にどのような話をしたのか、各グループに発表してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体操指導士 安藤 三貴子氏

のミニ講演がありました。 

運動は苦手だったが、民生委員

の仲間から誘われ受講。講習会

は久しぶりの座学やお昼をみ

んなで食べたりして楽しかっ

た。そして、地域の仲間が増え

たと話をしてくれました。 

健康ポイント事業に参加したことをきっかけに、ウオーキングし

ています 

 

買い物ついでに歩い

ています 

事情があって、歩けないが、いろんな会やイベントに参加しています 

 

主人を亡くして気落ちしていた

が、昔一緒に歩いていたルートを

今も 1人で歩いているが、気持ち

が前向きになる 

仕事で座り仕事が多くて腰痛

持ちだったが、友人に誘われ、

週に数回歩くことを 2年間続

けているうちに腰痛が無くな

った 高血圧になった際に、速歩きが良

いという話を聞き、これを実践し

たら、血圧が正常値に戻った 

上級体操指導士 石黒 安代氏のミニ講演がありました。 

仕事を退職したらボランティアをやろうと決めていた。上級指導士になってから小室まで自転車で 1時間

かけて行くこともある。自分の健康になるし、地元の指導士に「ありがとう」と言われるとそれがご褒美で

すと話していました。 

色々なお話が聞けて

よかった 



 

７/5（金）海老が作公民館    参加者３5名（男性 9名、女性２６名）  

第１回ミニ講演  ふなばしシルバーリハビリ体操指導士   大宮 宗俊 氏 

★グループワークの様子★ 

グループワーク終了後にどのような話をしたのか、各グループに発表してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

７/８（月）法典公民館    参加者 45名（男性 9名、女性３６名）  

第１回ミニ講演  ふなばしシルバーリハビリ体操上級指導士   菊川 晶子 氏 

★グループワークの様子★ 

グループワーク終了後にどのような話をしたのか、各グループに発表してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体操指導士 大宮 宗俊氏の

ミニ講演がありました。指導

士になったきっかけは奥さん

に勧められたこと。また、活

動をしたことで意外な同郷の

方から声をかけてもらった経

験などを話してくれました。 

高齢ドライバーの事故のニュースを聞いて、免許を返納した。結果、

どんなに近くても車で移動していたのに歩くようになった。 

 

大穴地区は船橋市がスポーツ健

康都市として選ばれた時から、

スポーツが盛んな地区である。 

男性の参加者が少ないが、今日話したことで状況がいろいろわかった 

藤原の市民の森を歩いています 

３か所の公民館と西老

人福祉センターで、月

に４回ふなばしシルバ

ーリハビリ体操教室に

参加している 

５０代で大病をして閉じこもっていたが、体操教室

に来て、外出の楽しさを感じている 

 
沢山の人の体験談を聞

くことができた 

上級体操指導士 菊川 晶子氏

のミニ講演がありました。自身

を振り返りながら、指導士にな

るまでの道のりを話し、また孫

との縄跳びでの痛―い経験もあ

り、指導士になってよかったと

話してくれました 



７/8（月）二和公民館    参加者４９名（男性 6 名、女性４３名）  

第１回ミニ講演  ふなばしシルバーリハビリ体操指導士   村上 和美 氏 

★グループワークの様子★ 

グループワーク終了後にどのような話をしたのか、各グループに発表してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７/9（火）葛飾公民館    参加者３０名（男性 5 名、女性２５名）  

第１回ミニ講演  ふなばしシルバーリハビリ体操上級指導士   髙橋 瑞絵 氏 

★グループワークの様子★ 

グループワーク終了後にどのような話をしたのか、各グループに発表してもらいました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふなばしシルバーリハビ

リ体操指導士養成講習会

に挑戦する 

4年前にメタボリックシンドローム症候群になってしまって、糖尿病の恐れがあったので歩くようにし

た。今は 2時間 18000歩歩いている。同じ場所を歩いていても年を取るごとに遅くなっているのが

感じられるが頑張っている。今は薬が減ってきて良かった 

北習志野まで自転車で行っ

ているが、大通りで人を避け

ようとして転倒したことが

あったので、そろそろ歩くこ

とに専念しようと思う 

84歳だが、グラウンドゴルフ

など色々なサークルに参加し、

外出するように心がけている 

体操指導士 村上 和美氏のミニ講演がありました。 

退職してから、この先どうしようかと考えていたところ、「地域包括

ケアシステム」の会合に参加した。その話の最後にふなばしシルバー

リハビリ体操があり、これなら私でもできるかもと思い、指導士にな

った。体操教室に参加することで色々な情報を得られ、活動の場が広

がっていると話してくださいました。 

 

上級体操指導士 高橋 瑞絵氏のミニ講演がありました。 

遠方に実母が独居だが閉じこもりであり、地域とのつながりがあれば安心

だと家族目線からの地域の大切さを実感した。指導士になり、友人知人が

増え、出かける機会も増えた。 

２年前に脳出血で入院。リハビリが

大変だった。退院してから海神公民

館で養成講習会のチラシを見て受

講。指導士になった。 

姉の介護のため、週２回は始発電車の乗っ

て佐倉まで行っている。いつも公民館の体

操教室の後に買い物をしている。 

現役の時に糖尿病になり、

医師から歩きなさいと言わ

れ、歩くようになった。 

船橋から浅草まで歩いたこ

とで歩きすぎて鼠径ヘルニ

アになったので歩きすぎは

良くないと実感した。 

無料のイベントを探して歩

くようにしている 

歩行時に痛みがあり、歩き方を改善

してみたら痛みが無くなった。 

やっぱり歩き方は大切。 



７/１１（木）浜町公民館    参加者４８名（男性１０名、女性３８名）  

第１回ミニ講演  ふなばしシルバーリハビリ体操上級指導士   武藤 京子 氏 

★グループワークの様子★ 

グループワーク終了後にどのような話をしたのか、各グループに発表してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７/１７（水）中央公民館    参加者５２名（男性１３名、女性３９名）  

第１回ミニ講演  ふなばしシルバーリハビリ体操指導士   中田 和子 氏 

★グループワークの様子★ 

グループワーク終了後にどのような話をしたのか、各グループに発表してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上級体操指導士 武藤 京子氏のミニ

講演がありました。 

指導士になったきっかけは実母の介護

経験で、現在は月１５日間のボランテ

ィア活動をしている。続けられるのは

「楽しい」から。 

体操教室に来てくれる人の「また来ま

す」が嬉しいと話していました。 

若松公園を散歩しながら、

花を見て楽しんでいる 
船橋港親水公園でラジオ

体操している 

 

体操指導士 中田 和子氏の

ミニ講演がありました。 

結婚してから住み始めた船橋

にずっと住み続けたい！と話

してくれました 

船橋大神宮で気功をしている 

海老川沿いをウオーキ

ングしている 長津川親水公園を歩い

ている 

シルバーリハビリ体操

教室に参加することが

楽しい 

 

体に良いのと友達ができたことです 

地域での交流が深まり色々な情報も得られる 

市民大学に入ったら、

知り合いが増えた。 



７／２６（金）薬円台公民館    参加者４６名（男性１０名、女性３６名）  

第１回ミニ講演  ふなばしシルバーリハビリ体操指導士   玉木 とし枝 氏 

★グループワークの様子★ 

グループワーク終了後にどのような話をしたのか、各グループに発表してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７／３１（水）東部公民館    参加者４２名（男性 ７名、女性３５名）  

第１回ミニ講演  ふなばしシルバーリハビリ体操指導士   髙𣘺 加代子 氏 

★グループワークの様子★ 

グループワーク終了後にどのような話をしたのか、各グループに発表してもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大久保コース 病院を目指し、

そこから津田沼まで歩く 

公民館の隣のマンションに住んで

いるが、線路沿いを歩いて高根公

団まで歩く（往復で８０００歩） 

体操指導士 玉木 とし枝氏のミニ講演がありました。 

生活支援コーディネーターをしており、地域のことを知りたくて指

導士になった。薬円台地区の指導士はとてもチームワークが良い 

自転車だと楽だが、買い物

に行く時に３０分くらい

歩くようにしている 

 

歩くのは薬円台公園。木も多く、

日蔭もあるので最適 

上級指導士 髙𣘺 加代子氏のミニ講演がありました。 

シルバーリハビリ体操指導士になり、自分の人生が変わった。健康を保ち、体操を指導するのが楽しく、

生活の一部になっている。 

 

健康スケールの案内のなかに

体操教室が入っていたので、

参加した。 

孫の分も食事を用意してい

るので、夫婦だけより、栄養

面を考えるようになった。 

ピンピンコロリを目指して、

日々運動している。体脂肪が

38％あって、いろんな体操や運

動に取り組んだが、なかなか下

がらなかったが、テレビで階段

の上り下りが効くと言っていた

ので、やるようになった。 


