
 

 

 

 

 

  

〒５５０－００２２ 西区本田３－７－２ 

（地下鉄中央線九条駅4番出口徒歩4分） 
 

 

 

令和３年（20２１年） 

電話 ０６－６５８２－９５５２  
利用時間 午前１０時～正午 

     午後１時３０分～４時 
※マスク着用をしておられない方は入館して頂けません。 

※入口にて検温を実施致します。 37.5 度以上の場合、

入館をお断りすることがあります。  

 

【毎月 20日発行予定】 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、センター主催事業が中止又は延期となる可能性

があります。また臨時休館となる可能性があります。 

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

楽しいレクリエーションとタオル体操 
日 時：３月１７日（水） 

午前１０時３０分～１１時３０分 

講 師：丸岡 節子先生   

持ち物：マスク・水分補給のための飲み物・タオル 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：３月１０日（水）午前１０時～ 
（電話または来館・受付時間：午前１０時～午後５時） 

 

お願い 

お申し込み後キャンセルされる

場合は必ずご連絡頂きますよう

よろしくお願いいたします。 

電話  ６５８２－９５５２ 

ボールとチューブでストレッチ 

日 時：３月４日（木）午後２時～３時 

講 師：園田 應子先生 

持ち物：マスク・水分補給のための飲み物 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：２月２４日（水）午前１０時～ 

（電話または来館・受付時間：午前１０時～午後５時） 

ゆったりエアロ 
日 時：３月９日（火）午後２時～３時 

講 師：澤田 淑子先生   

持ち物：マスク・水分補給のための飲み物・タオル 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：３月３日（水）午前１０時～ 

（電話または来館・受付時間：午前１０時～午後５時） 

 

音と遊ぼう♪楽しいリトミック 

日 時：３月１１日（木）午後２時～３時 

講 師：三輪 真子先生  
持ち物：マスク・水分補給のための飲み物 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：３月５日（金）午前１０時～ 

（電話または来館・受付時間：午前１０時～午後５時） 

終活・相続基礎講座 
「25年後の磯野家の場合」 

～25年後の磯野家一家（サザエさん）を題材にして、

楽しく学んでいきましょう～ 

日 時：３月２日（火）午後２時～３時 
講 師：ＳＯＭＰＯひまわり生命保険 

＆チーム思いをかなえる相続支援チーム 

定 員：２０名(申込者のご家族お 2人まで・先着順） 

申 込：２月１９日（金）午前１０時～ 
（電話または来館・受付時間：午前１０時～午後５時） 

  楽しく脳活！ｳｴﾙﾈｽﾀﾞｰﾂ教室 
  ～ﾀﾞｰﾂでかっこいいシニアライフを～ 
 

日 時：３月１８日（木）午後２時～３時 

講 師：日本ウエルネスダーツ協会 

持ち物：マスク・水分補給のための飲み物 

定 員：１８名（先着順） 

申 込：３月１２日（金）午前１０時～ 

（電話または来館・受付時間：午前１０時～午後５時） 



日 1 2 3 4 5 6 7

絵　文

ピアノで歌おう 詩　吟 ※お花（Ａ）　

※お花（Ｃ）

ﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ

日 8 9 10 11 12 13 14

俳　画

健康太極拳

俳　句
　

日 15 16 17 18 19 20 21

※お花（Ａ）　

編　物 ※お花（Ｃ）

ﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ

日 22 23 24 25 26 27 28

お花（Ｂ）　

日 29 30 31

「アート九条」･･･絵画サークル　　【予定表の内容は、変更になる場合があります】

★印の参加は、事前申込みが必要です

午前

午前

午前

午後

午後

午後

午前

午後

午前

午後

土 日曜日 月 火 水 木 金

太極拳

　　　 　　　

和太鼓 健康太極拳

民踊・新舞踊 雀の学校

※ゆったりヨガ 絵手紙

編　物 アート九条 お　琴

和太鼓 手　芸

お花（Ｂ）　

民踊・新舞踊

書　道 アート九条 詩　吟

俳　画 絵手紙

編　物 ※ゆったりヨガ お　琴

2021年3月予定表

　

休館日

休館日

休館日

休館日

★ボールと
チューブ
午後2：00～

★ゆったり

エアロ

★タオル体操
午前10：30～

（春分の日）

休館日

午後2：00～

★楽しい

リトミック

午後2：00～

※３月５日（金）・３月１９日（金）

お花（Ａ）とお花（C）は合同で行います。

※ゆったりヨガ（２グループに分かれて実施）

３月１９日（火）前半 午前１０時１５分～１１時００分

３月１９日（火）後半 午前１１時１０分～１１時５５分

３月２３日（火）前半 午後１２時００分～１２時４５分
３月２３日（火）後半 午後１２時５５分～１３時４０分

※ピアノで歌おう（２グループに分かれて実施）

３月１１日（月） Ａクラス 午後１１時４５分～１２時３５分

３月１１日（月） Ｂクラス 午後１２時４５分～１３時３５分

※話合いのみ、

講師の指導は

ありません。

★終活・相続
基礎講座
午後2：00～

午後2：00～

★ウエルネス

ダーツ

 

  

Ａクラス午前１０時～ Ｂクラス午前１０時５０分～ Ｃクラス午前１１時４０分～ 

お知らせ 

「俳画」サークル作品展示 

３月１日（月）～３１日（水） 

西区役所１階区民ギャラリー 

区役所にお立ち寄りの際は 

ぜひご高覧くださいね。 

 



 

  

自宅でできる口腔ケアとは？手順や目的 
☆口内トラブルは、心臓疾患や糖尿病など全身疾患の予防につながる可能性があります。 

近年の研究で、歯周病とアルツハイマー型認知症との関係性がわかってきました。口腔ケアがも

たらす効果のひとつとして、近年注目されているのが認知症予防です。高齢者が発症する肺炎に

は、口腔内の細菌が「誤嚥」によって気道に侵入し、そのまま肺に到達することで炎症を起こす

「誤嚥性肺炎」が多いです。口内の細菌は誤嚥性肺炎以外にも、感染性心内膜炎や虚血性心疾患

などと関連性があるとされており、そうした全身疾患を防ぐためにもきちんと口腔ケアを行うこ

とはとても重要です。日中起きている間は、唾液を分泌していて、自浄作用によって細菌が洗い

流され、細菌の働きを抑えてくれるのです。 食べ物をよく噛んで唾液がいっぱい分泌されるよう

におススメする理由は、こんなところにもあるのです。 

☆歯の磨き方を考えていくうえでは、まず「歯ブラシの選び方」が大事です。 

口の隅々までブラシが届くように「毛先が小さめ」のもので、さらに歯肉を傷つけずにないよう

に「毛がやわらかめ」のものがおすすめです。また、持ちやすいように「持ち手部分が大きいも

の」を選ぶと、口腔ケアがより行いやすくなります。歯みがき剤は少量で十分です。歯ブラシは

えんぴつのように軽く持ち、歯と歯肉の間に 45度の角度で毛先をあてるようにします。 

☆歯と歯の間を掃除するには歯間ブラシを使います。初めて購入するときは細いサイズから試し

ていきましょう。使う際は、歯と歯の間にゆっくりとワイヤーを入れましょう。乱暴に入れると、

歯ぐきを傷つけ、口腔内を痛めてしまうので注意が必要です。ブラシを動かすときは、歯ぐきで

はなく、左右の歯にあてながら動かすようにします。 

☆入れ歯は人工的な歯なので、むし歯になることはありません。しかし、使っているうちに細菌

が付着したり、汚れたままにして口臭のもとになったりしてしまいます。毎食後にきちんと洗浄

するのが理想的ですが、最低でも寝る前に一日一回は丁寧に洗いましょう。 

☆口腔ケアにおいては、歯だけでなく「舌」や「上顎」などの衛生状態も重要です。舌ブラシあ

るいはスポンジブラシなどを使い、舌の表面を奥から前、中から外の方向にやさしくこするよう

にします。強くこすると舌を傷つけることになるので、力は加減しなければなりません。 

☆かかりつけの歯科医院で定期的にプロフェッショナルケアを受けましょう。 

日本人の「１年以内に１度以上の何らかの歯科検診を受けた人の割合」は、49.0％です。スウェ

ーデンが 80％以上、アメリカが 70％以上あることを考えると、かなり低い割合だと言えます。 

プロフェッショナルケアでは、セルフケアでは清掃できない部位を専門的な技術でケアしてもら

えるほか、口腔ケアを行うにあたってのアドバイスなども受けられます。歯科定期健診の受診率

が高い国では、高齢になっても 17～25本ほど歯が残っている人が多いです。 

日本においては、80 歳時点での平均残存歯数は、17 本（厚生労働省による 2016 年度の調査）と

なっています。調査毎に増加傾向にあります。 

☆大阪市のかみかみ百歳体操（https://youtu.be/RRPiGHuXTU8）（嚥下体操）は「首のストレッチ」

「肩の体操」「口の体操」「頬の体操」「舌の体操」が一連の流れで、どの体操にもそれぞれ意味が

あります。唾液の分泌を促し、口腔内の免疫力を高めます。 

「頬の体操」では、舌を出したり、舌で口の両端を舐めたり、舌を鼻先やあご先につける気持ち

で上下運動してみましょう。毎食前に行ってくださいね。 

健康な心臓と肺のために！認知症予防に！ 
舌ブラシ 歯間ブラシ 

https://youtu.be/RRPiGHuXTU8


 

 

  

①上くちびるの 

内側を舌先で 

強く押す 

頬の内側を舌

の先で 

上下に動かす 

③右側 上下 

④左側 上下 

頬の内側を 

舌の先で押す 

⑦右側をぐっと押す 

⑧左側をぐっと押す 

 

① ② 

⑤
⑥ 

⑦ 
⑧ 

舌のストレッチ（3回）口を大きく開けましょう 

①舌をまっすぐ前に 

・舌を上に  

・舌を下に  

・右の口角を 

舌でさわる 

・左の口角を 

舌でさわる 

舌の筋力運動 3回 

②舌をを上に  ③舌を下に   ④右の口角を

舌で触る 

⑤左の口角を 

舌でさわる 

⑤ ④ ② ③ ① 

「かみかみ百歳体操」の一部をご紹介 

③ 
④ 

○×クイズ 
①浦島太郎が助けたカメはメスである。 

②相撲の行司の掛け声はハッケヨイノコッタ。「ハッケヨイ」とは早く早くという意味である。 

③納豆 100gには約 1万個の納豆菌が生息している。 

④一円玉を作るのには１円以上の費用がかかる。 

⑤折り紙は認知症予防に効果的である。⑥脳を若返らせるには、動くこと（運動）が望ましい。 

⑦踏み台昇降運動としりとりを行うことで認知症予防になる。 

⑧鍵が鍵穴に刺さりにくい場合、潤滑油をさした方が良い。 

 
解説①海岸で生まれたウミガメは一生海中で過すが、唯一産卵の時だけ砂浜に上がってくるから助けたのはメスである。②漢字で発揮

揚々と書く。それゆけ、もっとやれといった意味である。③約 1000 億個の納豆菌が生息。腸の中で善玉ビフィズス菌の増殖を助け、

悪玉腸内菌の活動を抑えている。④一円玉にかかる費用は 2 円から 3 円と言われています。5 円玉は 7 円くらい、10 円玉は 10 円くら

い、50 円玉は 20 円くらい、100 円玉は 25 円くらい、500 円玉は 30 円くらい、１000 円札は 14 円くらい、2000 円札は 16 円くらい、

5000 円札は 20 円くらい、10000 円札は 22 円くらいかかります。⑤折り紙は認知症予防に効果的である。折り紙を折る順番など思い

出し実行することで脳内の神経伝達物質が活発化し、脳機能が高まり、認知症予防に効果がある。⑥週 3～4 回、30 分から 40 分程度

のウォーキング無理のない範囲で行うのが望ましい。立つだけでもよい。脳トレ効果を高めるには、有酸素運動を行ってから脳トレを

行うと良い。有酸素運動で脳への血流がアップしているので頭の回転が早くなり解答が格段に良くなる。⑦踏み台昇降運動と有酸素運

動としりとりという頭の体操を組み合わせることで 20 課題となり脳の活性化が図れます。言葉を思い出すことで脳の海馬が活性化し、

脳萎縮を防ぐ効果があります 。⑧鍵穴には潤滑油を注してはいけません。さした潤滑油が排出する場所がなく中でたまってしまいま

す。鍵の滑りを良くするには鉛筆の芯を削った粉を鍵にまぶす方が良いです。 数回繰り返すことで滑りが良くなります。 

歯ぐきとくちびるの 

境目を回す 

⑤右から上を回っ

て左へ 

 下を回って右へ 

⑥逆回り 

答え①〇②×③×④〇⑤〇⑥〇⑦〇⑧× 

②下くちびるの 

内側を舌先で 

強く押す 


