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みらいふる鎌倉
（鎌倉市老人クラブ連合会）

月

歯医者さんに行くことが困難な方へ

鎌倉居宅介護 鎌倉ヘルパー 鎌倉訪問看護 「訪問歯科診療」
行います
支援事業所 ステーション ステーション
☎24-4199 ☎24-8422 ☎24-4877

鎌倉市医師会 訪問居宅
支援センター
鎌倉市材木座3-5-35

株式会社

鎌倉ファミリー
鎌倉ファミリーホール 大船斎場
大船駅笠間口 西友先

台 富士スーパー正面

瑞光殿

北鎌倉駅隣り

0120-445-442

☎0467・38・8970（連携室）

問い合わせは

鎌倉市歯科医師会

鎌倉市台２‐８‐１
「台在宅福祉サービスセンター」

休日急患・障害者歯科診療は☎47・8119

小さいお葬式

鎌倉ファミリーグループ

スマート火葬

株式会社SKS
海洋葬・樹木葬プランもご用意
365日24時間 お電話受付いたします

0120-889-594

日㈮号

みらいふる鎌倉 体操する会員

☎（0467）46-5341
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フレイル予防講演会を開催

鎌倉市植木656

老人クラブ活動は有効な対策
｢
｣

貞宗寺

東京都健康長寿医療センター・金憲経氏が登壇

じ

写真：
「円覚寺 紅葉」椎野幸一さん

動、栄養、社会活動、病気

治療です。

住みなれたご自宅での生活をお手伝い

あなたの街の葬儀式場
そう

11

制作協力：タウンニュース社

みらいふる鎌倉は８月２日、「フレイル予防講演会」をきらら鎌倉

90

人が参加しました。東京都健

運動は、筋力や筋量の維

（生涯学習センターホール）で開催し、

康長寿医療センターの研究部長を務める金憲経（キム・ホンギョン）氏

持と低下を防ぐので、継続

的に行うことが重要です。

が『コロナ禍におけるフレイル予防について』講演し、参加者たちは熱

心に耳を傾けていました。
運動不足は、歩行障害、転

倒などによる骨折などで要

栄養は筋量維持のため、

る衰え）④社会的フレイル

肉・魚などたんぱく質の摂

☎0467-46-1717㈹

玉縄山

歳。登

鎌倉市岡本1370-1

お申込はこちら

歳、女性

当院の医療従事者によるWeb公開医学
講座をご存じですか？医師のお話もご
自宅から視聴可能です。出張講演も行っ
ております。是非一度ご参加下さい！

等により要介護状態に至る

少など社会参加低下による

取が重要です。社会活動は

防・改善するためには、歩

てい

日本の現在の平均寿命は

衰え）に分類されます。こ

趣味、ボランティア活動、

行機能の維持や筋力強化運

浄土宗

介護状態に近づきます。

「フレイルに適切に対応

の中で健康寿命延伸に１番

老人クラブ活動などで対人

受付時間 平日10：00〜17：00 司法書士 池田忠広

（孤立・孤食・付き合い減

すれば健康状態に戻ること

のポイントは社会的活動で

交流することが対策につな

☎（0467）38-7511

までの状態を言います。

も可能であり、フレイル予

あり、「老人クラブ活動を

鎌倉駅東口 鎌倉市小町1-4-17 三九ビル２階

徒歩２分

87

歳。自立

防をしっかり行うことが健

活発に行うことは大変有効

お気軽にご相談ください。

81

歳、女性

壇した金氏は、「日本では

康寿命の延伸につながる。

遺言書の作成・検認・執行

男性

その健康寿命を、２０４０

一方でフレイル状態をその

グリーンウイング

75

した生活ができる健康寿命

年までに３年以上延ばす目

司法書士法人

は男性

標を掲げている」と説明

☎（0467）22-3245

動の実践、たんぱく質やア

鎌倉市稲村ガ崎3-13-53

がります。また、何らかの

全室個室、食事がおいしいと評判です

な対策のひとつ」と金氏は

鎌倉静養館

まま放置すれば、要介護状

社会福祉法人

し、健康寿命延伸のために

低額で安心 軽費老人ホーム

ミノ酸などの適切な栄養補

●数字クイズ週1回（難度1〜3）、麻雀週2回、パソコンを
使いワード・エクセルで原稿書き（78歳男性）

疾病がある場合には、適切

●週に1度は友人と話をしながら1万歩歩く
（60歳女性）

指摘しました。

●リモートで歌の会に参加（71歳女性）

態に直行してしまう」（金

●旬の食材を使い手作りの食事をとる、外に出ることで
四季を感じる（78歳女性）

厚生労働省が「介護予防・

●週1〜2回市内・郊外をハイキング、週2回カーブスに通
う、月2回町内のお茶会に参加（77歳女性）

給、日頃からの認知機能維

す」と締めくくりました。

●年齢を問わず人から学ぶことの大切さを感じつつ素直
に生きる（86歳男性）

持・向上への努力が必要で

●週2回ヨガで足腰の筋力アップ、ボランティア活動に参
加（女性）

な治療をすることでフレイ

●毎日ラジオ体操と除草10分（79歳女性）

ル予防になります。

●毎朝ベッドで足の開脚、足指のグー・チョキ・パー、足首
の運動、腹筋運動（77歳女性）

対策の柱は？

金氏は、「フレイルを予

●公道・市有地の花壇を植栽し、おしゃべりと手を動かす
（81歳男性）

フレイルは①身体的フレ

●週2回スポーツクラブでストレッチとリズム体操、LINE
で家族や友人と交流（80歳男性）

氏）

●踵や足のつま先の運動を1日20〜30回、カマンベール
チーズを時々買う（72歳男性）

フレイル対策」および「認

●1日30分以上の散歩を2回（73歳男性）

知症の予防」について計画

フレイル対策の柱は、運

※ 会 場 でアンケートに 答 えてもらいました

住み慣れた鎌倉で安心のくらしを

イル（体重減少・疲労・筋

力低下など体力的な衰え）

私 もフレ イル 予 防 実 践 中！

をまとめたことを参加者に

伝えました。

②心理的フレイル（鬱・健

ル（記憶力低下・情報処理

康の衰え）③認知的フレイ

フレイル（虚弱）とは、

機能低下・適応力低下によ

フレイルって何？

健康な状態から加齢・疾患

フレイル予防について講演する金氏

72

年）

題字は書家・
金澤翔子さん
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政権成立の功労者である比
企一族にスポットを当て、
その時代に翻弄されながら
もたくましく後世に血流を

フレイル予防、地区でも

かセンターで開催。

人が

の第１回として腰越なごや

第１回を腰越で開催
今年度の「フレイル予防
活動全体事業」は本部と地

の長女・丹後局は、後に鹿

間にわたり援助した比企尼

田生命との共同開催及びき

きます。本部事業は明治安

は８地区で順次実施してい

ら鎌倉で８月に、地区事業

は市の協力により、「骨密

行い汗を流しました。後半

員で「みらいふる体操」も

いて説明があり、参加者全

フレイル予防の重要性につ

前半は、池田副会長より

源頼朝に仕え、鎌倉武家

在につながったことなどが
解説されました。頼朝の死

後、北条氏との権力闘争に

コモ度測定」などを実施。

全員が自分自身のフレイル

の度合いを認識することが
できました。

「フレイル予防の大切さ

を認識した」と参加者が話

すなど、充実した１時間

選

分の事業となりました。

星野 椿

歳︶

歳︶

安達幸弘︵ 歳︶
選

鎌倉駅から徒歩5分

南天空間

残した女性たちの生きざま
をサブテーマに、講義は展
開されました。

深沢地区の教養講座「源

児島島津家の始祖・島津忠

らら鎌倉での講演会などを

参加しました。

頼朝を支えた比企一族」が

久を出産。７００年後の明

実施しております。

区に分け、本部事業はきら

日、深沢行政セン

治維新では、薩摩藩と長州

年

ターで開催され、ノンフィ

藩により天皇を中心とした

流刑になった頼朝を

今回の大河ドラマの中心と
クション作家の神山典夫氏

また、大河ドラマを契機

月

ど合わせて２４３人が参加

が講師を務めました。

として、「街の経済のＶ字

度測定」「握力測定」「ロ

なる北条氏や、市内外のゆ

１部は鎌倉市役所大河ドラ

回復を目指したい」と石川

敗れ歴史から消えた比企一

族。比企氏の本拠地「埼玉
県比企郡」は日本の原風景
が残っており、訪れてみて
もいいかもしれません。

日には、地区事業

かりの地などにも触れまし

マ担当の石川雅之氏が登

氏。「鎌倉に訪れる観光客

らい、新しい鎌倉の観光ス

俳句 ＝

高橋節子︵

高橋暢︵

整 列す 生 徒のごとく 掛 大 根

岡本

干 蒲 団 至 福の夢もなく 明けて

＝

みらいふる俳句＆川柳

９月

し、講師の話を熱心に聞い

壇。「鎌倉市と大河ドラマ

のうち、８割の人は鶴岡八

まずは鎌倉という街の歴
タイルを形作っていけれ

中央集権国家がつくられ現

ていました。

の裏側」と題して、来年１

幡宮と大仏の２カ所しか行

た。

月から放映がスタートする

きません。まだまだ知られ

教養講座は２部制で、第

ＮＨＫ大河ドラマ『鎌倉殿

史や、これまでの大河ドラ
ば」と期待を述べました。

ていないところを知っても

人』を交えた話が展開

の

マの歴史を紹介。会場で

されました。

は、石川氏ら鎌倉市が制作

秋の日帰り旅行

日、

月

日の埼方方面は、１１

感しました。

い、ＮＨＫ大河ドラマ「渋

笹目町

今泉台

本阿弥 光敬

歳︶

歳︶

はんこ作りの体 験 施設

みらいふる鎌倉主催の

月に

月に茨城・埼玉方面へ
秋のバスツアーを
開催しました。

参加し、石岡市の内田観光

沢栄一・青天を衝け」の大

川柳 ＝

十 三 夜 金 波 銀 波の和 賀 江 島

＝

竹本昭二︵ 歳︶

マスク取れ 真 顔の妻に惚れなおし
今泉台

吉野積子︵

ハイチーズ昔 見 合いで 今 葬 儀
笛田

渡邉邦昌︵

近 頃は話も 入れ 歯も 噛み 合わず
植木

「 月野 印房」も営 業中

「教養講座」が
した「鎌倉殿を支えた
第２部では、市内植木に

副住職が卓球秘話

生涯学習センター（きらら
の重臣ガイドブック」が配

ある浄土宗貞宗寺の山口円

人

鎌倉）で開催されました。
布され、その内容に沿って

誉副住職が「貞宗寺の歴

みらいふるの会員、市民な

との縁などを語りました。

樹園での柿狩り後、水戸で

河ドラマ館や、難攻不落と

２人が参加。深谷市へ向か

途中からは、卓球の話

昼食をとり、笠間稲荷神社

呼ばれた行田市「 忍 城」な

人が

に。山口副住職は高校教諭

の菊祭りへ。笠間市稲田に

どを見学し、参加者はツ

日の茨城方面は

を経て、日本卓球協会に在

ある石切り山脈も見学し、

アーを満喫しました。

史」について講演。徳川家

籍し、東京都赤羽のナショ

日本最大級の採石現場を体

おしじょう

ナルトレーニングセンター
で専任コーチも務めていま
した。
福原愛さんら日本を代表
する選手のエピソードや、
２０１２年ロンドン五輪・
女子団体で日本が初めてメ
ダルを獲得した際の裏話な
ども飛び出し、参加者は熱

このチラシ持参で

FA X0 4 67‐47‐3 4 87

住）藤沢市片瀬海岸1-6-6-C 営）10時〜18時 水曜定休

フラワーショップやざき

10％オフ

→
鎌倉大仏

GS

HP：http://www.ﬂower-yazaki.com/
Mail：info@ﬂower-yazaki.com

←
藤沢

ホンダ
プリモ

横浜トヨペット

☎0466-54-7603

スーパー

T EL0 4 67‐4 3‐0213

夕方からは学生向けのスクールに変わるスペースで、
お喋りと音楽と笑いとともに

鎌倉市小町2-6-39

大工さん募集中
☎0467-25-0422 鎌倉市坂ノ下2-19

深沢地区で
教養講座
18

みらいふる鎌倉
会員の方は

片瀬海岸店

古物商番号 神奈川県公安委員会 第452660010361号 酒販番号 藤法第213号

☎（0467）22‐3943

出張買取も喜んで
お受けいたします。

当店

鎌 倉 市梶 原1‐20‐7

在宅プランのご相談は

鎌倉市山ノ内1402

思い出には価値がある
大切なお品お買取します

「鎌倉彫印鑑」販売中

浄 智寺

金寶山

鎌 倉 市 御 成 町５−６

円覚寺派

臨済宗

貴金属、宝石、ブランドバッグ・時計、
酒各種、切手、テレカ、金貨、大判小判、
勲章、古銭、骨董品、美術品、着物など…

050-6868-4247

井上博登

代表取締役

会員加入促進運動を行っています。
入会申し込み先 ☎４５−０４３７赤井

新しい趣味を始めてみませんか？

まずは気軽に体験会にご参加ください

有限会社

第２部の講師・山口円誉氏
心に耳を傾けていました。

30

健康マージャンサロン
ミネルヴァ

元気に楽しいひと時を

当日は20人が参加した

初心者も経験者も歓迎

みらいふる鎌倉

柏木浩志前編集長が病
のため、10月10日に永眠さ
れました 。後 任 の 編 集 長 に
は石 井 英 明 、副 編 集 長 には
岡田修が就任しました。

20

91

81

信頼と安心、地域密着の家づくり

〜お知らせ 〜

20

壁に新1万円札見本（埼玉方面）

86

83

89

28

13

24

79

講演する神山典夫氏
「青天を衝け」の菊人形（茨城方面）

12

頼朝支えた比企一族
10

76

13

第１部の講師・石川雅之氏

10

テーマは大河ドラマなど
11

10
26

教養講座に243人参加

