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旧秩父橋（昭和６年完成）や初代橋脚（明治１８年完成）な
どは、県指定有形文化財で、旧秩父橋は現在、橋上公園・
遊歩道になっています。アニメ『あの日見た花の名前を僕
達はまだ知らない。』で、主要な舞台の一つになっており、
多くの人が訪れています。

上「写真提供：埼玉県文化振興課」
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（1）2016年1月号 2016年1月号（2）　のけんこう 　のけんこう

高齢者の認知症予防体操
自宅でこつこつ体操

運動で予防
認知症の発症には、脳の血流が深く関係しています。
脳の部位を活性化させるためには、体に酸素を取り込みながら行う「有酸素運動」を
週 3、4 回行うと効果的と言われています。
脳への血流が増して、より多くの酸素が取り込まれ脳が活性化します。
また、日常生活に運動を取り入れることで生活にもメリハリができ、体調も整います。

運動での注意
陽もまだ昇らない寒い早朝からウォーキング等の運動を開始したりすると、
体の機能がついていかずに思わぬ血流不足に陥ったりします。
健康のための運動が逆効果になってしまっては残念であり、
十分に注意が必要です。
※持病のある方は、朝起きてすぐの運動は危険な場合があります。

有酸素運動は、脳の判断力を向上させ決断力をつける。
また、物忘れを防ぐ効果があります。

1.部屋の中で30秒足踏み
（1日3～4回）

呼吸　自然に口で吸って吐く

2.器具（踏み台）を使ってのスローステップ運動
目標は5分間（1日1～2回）

ゆっくりとしたテンポで踏み台を上がり降りする
肩の力を抜いて行う
（踏み台の高さ20㎝）

呼吸は自然に口で吸って吐く

※持病をお持ちの方は主治医の指示に従って
　運動してください。

有酸素運動
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（1）2016年1月号 2016年1月号（2）　のけんこう 　のけんこう

握力は筋力のバロメーターです。
ペットボトルを開けるには 20㎏以上の握力が必要で、
加齢とともに低下していきます。
運動を通して筋力をアップしましょう。

手の握る開くの反復運動
入浴時に浴槽の中で手を真っ直ぐ突き出して
「グー」「パー」と繰り返す（50回程度）
全身の血流も良くなり握力も強くなります。

新聞紙をくしゃくしゃに丸めて足の指で開くといった
行動運動は、転倒防止にも効果があります。

手の指先の運動

足の指先の運動
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（3）2016年1月号 2016年1月号（4）　のけんこう 　のけんこう

接骨院

公民館

柔道場

こつこつ体操の様子

公益社団法人埼玉県柔道整復師会　事務局
048-651-1211　　　　　048-651-2840

連絡先

電　話 FAX

体の痛み（首、肩、腰、膝、手・足等）でお悩みの方は、

ぜひ専門家（柔道整復師）にご相談下さい。随時受付けております。

県民
の
相談日
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（3）2016年1月号 2016年1月号（4）　のけんこう 　のけんこう

　10 月 30 日（金）秋晴れの朝、参加者 40 名の元気な挨拶とともに【ドリーミーライフ大古里】（一般高
齢者向け介護予防事業）が開催されました。
　さいたま市緑区高齢介護課・いきいき長寿推進課が主催する【ドリーミーライフ大古里】（一般高齢者向
け介護予防事業）にて（公社）埼玉県柔道整復師会の山本光彦・清宮祥男両介護委員が「肩・首・腰の痛み
の改善法と運動療法」について講演を行いました。
　クイズを交えてわかりやすく身体の構造や特性について解説し、自分で出来るストレッチや運動療法を紹
介しました。参加者の皆さんは介護予防に対する意識が高く、体育館へ移動しての運動実技も活発に取り組
んでおられました。実技の後はウォーキングやスクワットの正しい運動方法、五十肩の運動方法など沢山の
質問があり、日ごろから疑問に思っていたことを聞けて良かったと喜んでいただきました。
　介護予防の講演をとおして参加者の皆さんの明るい笑顔にふれながら楽しいひと時を過ごしました。
　（公社）埼玉県柔道整復師会はこれからも多様な介護予防の事業を展開し、県民の健康増進に寄与してい
きます。

公民館介護予防事業
『ドリーミーライフ大古里』
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（5）2016年1月号 2016年1月号（6）　のけんこう 　のけんこう

　今年で第 38 回目を迎えるスリーデーマーチは、日本最大級の国際ウォーキング大会で約 8 万人が参加し
た。例年 11 月の初めに行われその名の通り三日間開催される大会で、北は北海道から南は九州沖縄と日本
国内は勿論、海外からも沢山のウォーカーを迎える世界規模の大会です。秋風を感じるこの季節、東松山・
比企地区の自然の中でヒンヤリした空気を頬に感じながら歩くのはとても気持ちの良いものです。我々も救
護ボランティアとして参加して早 15 年、当初はほんの数名で始めましたが、現在は参加有志も増え支部員
の半数程が参加し心強く毎年救護に当たっています。大会本部脇にテントを張ったり、途中の休憩場にテン
トを張ったり、20km や 30km コースのウォーカーの中に混ざり一緒に歩きながらの救護活動をさせて頂
いております。さあ！ 来年は真っ青な空の下貴方も一緒に歩きませんか？

東 松 山 支 部

スリーデーマーチ救護ボランティア

僧帽筋・肩甲骨挙筋と脊柱起立筋の図が逆になって
いました。下記の通り訂正させて頂きます。

僧帽筋・肩甲骨挙筋 脊柱起立筋

10月号の訂正
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（5）2016年1月号 2016年1月号（6）　のけんこう 　のけんこう

　今回は寒さ本番『冬の冷え対策』をお送りいたします。
　冬の冷えは、身体が寒い外気に触れるとその部分の毛細血管に血液が十分に行き届かなくなって起こります。
つまり、血の巡りが悪くなって起こる冷えです。

　寒いからといってあまり厚着をし過ぎると、身体を動かすのが億劫になり、身体が固まってし
まって悪循環を招きます。また、厚着をしていなくても身体を締め付ける下着などをつけている
と血の巡りが悪くなって冷えを招きます。
　身体を温めるポイントは「首・足首・手首」そして「お腹」です。昔から風邪予防には「首」
のつくところを冷やさないようにと言われています。風邪の前触れである寒気も首元からやって

きます。そして、身体の中心であるお腹を温めると血の巡りがよくなります。他の部分は薄着をしていても、この
4 点は直接寒気に当たらないよう気を付けましょう。
　また、首ではありませんが、その他に温めるとよいのが「ふくらはぎ」です。第二の心臓ともいわれる「ふくら
はぎ」、長いズボンを穿いていても裾から寒気が入り込んでくることもあります。一度、ハイソックスなどふくらは
ぎが隠れる長めの靴下をはいてみてください。違いに驚かれるかもしれません。

　暖房で室内が暖かいこともあり、冬でもアイスや冷たい飲み物を取る人が増
えています。野菜に四季がなくなって、旬でない夏野菜や果物を知らず知らず
に毎日食べていることもあります。夏の野菜は身体を冷やします。冷えやすい
身体を改善するにはミネラル、ビタミンの補給が不可欠です。ミネラル、ビタ
ミンを豊富に含むのは雑穀、豆類、干しシイタケ、のり、かつお節などの乾物

です。ぜひ毎日の食事に取り入れてバランスのよい食事を心がけましょう。
　また食べ過ぎると、食事を消化するために血液が胃や腸に集中し、他の部分の血液が少なくなって血の巡りが滞っ
てしまいます。酵素の無駄遣いという点からみても、食事量はほどほどに抑えましょう。

　エアコンの暖房は温かい空気が上へ上へと流れるため、顔がほてり、足元が冷
えている場合が多く、また、空気が乾燥してしまうため風邪をひきやすくなるこ
とも。加湿器などをうまく使ってお部屋が乾燥しないように気を付けましょう。
　季節に限らず、通年でオススメするのが、お風呂にゆっくりつかることです。
寒い季節は熱いお湯に入りがちですが身体を芯から温めるには、40 度ぐらいのぬるめのお湯に

じっくりつかるのがオススメです。
　寝るときに身体が冷えてなかなか寝付けない…そんな人にオススメなのが湯たんぽです。寝る前に湯たんぽを布
団の中へいれて温めておくと、温かい布団の中でゆっくりと眠れます。足元が冷える人はお尻辺りに入れておくと
よいでしょう。そして、お布団に入った後はしばらく湯たんぽをお腹に当てて体幹を温めてから足元に湯たんぽを
移動させます。手先が冷える場合は、二の腕を温めると温かい血が指先に巡っていきます。
　冬は寒さのため、運動などには向いていない時期です。しかし、寒い、冷たい部分を温めることで改善もしやすく、
身体の冷えにも気づきやすいというメリットもあります。冬の間に冷え対策をしっかりとして冷えにくい身体作り
をしておきましょう。

『衣・食・住』ポイントをおさえて、冷えに勝つ！

衣

食

住

冬の冷え対策

食べすぎ注意！
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少年  少女
柔道教室

講 師　
鈴木 桂治
講 師　
鈴木 桂治

お問い合わせ先 ： TEL ０４８-６５１-１２１１
送付先 ： FAX ０４８-６５１-２８４０

申込締切定 員 200名 1月31日

埼玉県立武道館
第1道場

JR高崎線「上尾駅（東口）」下車、徒歩約25分
※金・土・日・祝日に、JR上尾駅から埼玉県立武道館までのシャトルバスが運行されます。

上尾市内循環バス［ぐるっとくん、上尾駅東口発、原市循環（水上公園先回り）］
［水上公園入口］または「スポーツ研修センター」下車、徒歩3分

14:00～受付
時間 14:45～17:00講演

時間

入場料
無料�2月�2�8日 日

平成28年

申込先 公益社団法人　埼玉県柔道整復師会
埼玉県さいたま市北区宮原町１-１６６-６

対　象 小学4年生以上 中学3年生まで

応募方法

埼玉県柔道整復師会 検索

申込用紙に記入の上、ＦＡＸにてご応募ください。
申込用紙はホームページからダウンロードできます。

ｈｔｔｐ：//www．ｓａｉｓｅｔｓｕ．or．jp

会場

第8回 市民公開講座

主催　公益社団法人　埼玉県柔道整復師会　後援　埼玉県／埼玉県柔道連盟／埼玉県柔道道場連盟
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