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政府による緊急事態宣言も解除されたとはい
え、まだまだ新型コロナウイルスに注意が必要
な日々が続いています。感染を警戒しながら、
健康な毎日を過ごすよう心がけましょう。

会長のあいさつ

「新しい生活様式」で元気に
会長 結城

勝彦

に も、 外 出 時 屋 内 で 会 話 す る と き
はマスクを着用し帰宅後は手洗い、
買い物は少 人数ですいている時間
に。スポーツジョギングは少人数で
行い、筋トレやヨガは自宅で動画を
活用しましょう。食事は大皿を避け
個々に、免疫力を高める食材を多く
とるなど、
「新しい生活様式」でコロ
ナを克服して、皆さんと元気で活動
できる日を願って頑張りましょう。

明子
大切さを強く感じましたが、この状
況を機に、絆の大切さを再確認して
いるところです。皆様の活動が再開
できる日を心待ちにしております。
結びになりますが、今後とも、田
島地区老人クラブ連合会のますます
のご発展と、会員の皆様のご多幸と
ご健勝を祈念いたしまして、着任の
ごあいさつとさせていただきます。

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

多摩川クラブ田島（愛称）田島地区老人クラブ連合会
集団感染防止に協力してまいりまし
た。近隣の病院が切迫し、医師・看
護師、医療物資の不足が切になって
いる中、私たち高齢者が感染しない
ことが１番の願いです。
政府の感染症対策専門家会議で
は、長丁場の感染拡大に備え「新し
い生活様式」の提言がありましたが、
感染してしまうと重症化しやすい私
たちは、自分の命は自分で守るため

ていますことに、
心から敬意を表し、
感謝を申し上げます。
さて、新型コロナウイルスの影響
で、
皆様の文化・芸術・スポーツ活動、
高齢者支援活動等、様々な活動が制
限され、高齢者の孤立等が心配な状
況にあります。昨年の台風 号の災
害では、普段から顔の見える地域の
つながりと、地域で助け合う相互の

川崎区役所田島支所長 大野

地域で助け合う絆を再確認

新任のごあいさつ

田島地区老人クラブ会員の皆様、
こんにちは。今年は新型コロナウイ
ルスの世界的な流行で、日本も大変
な事態に。
４月 日には全国に緊急事態宣言
が発令され、密接・密閉・密集を避
けるための外出の自粛を求められ、
私たち老人クラブも会員の皆様の健
康と命を守るため、
３月より各会議・
行事・大会などの活動を自粛して、
16

暑中お見舞い申し上げます。
本年度４月から田島支所長として
地域の皆様の仲間入りをさせていた
だきました大野でございます。どう
ぞよろしくお願いいたします。
田島地区老人クラブ連合会会員の
皆様には、
健康づくりや仲間づくり、
安心・安全のまちづくりを通しまし
て、魅力ある地域づくりを実践され
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事務局長就任のあいさつ

自ら楽しみ、人とともに楽しむ活動を

1

光洋

敏夫

クラブ連合会のますますの発展と会
員皆様のご健勝、ご多幸をお祈りす
る と と も に、 ご 支 援 を い た だ い て
おります川崎区長をはじめ行政の
方々、町内会自治会、川崎区社会福
祉協議会、地域の関係団体の皆様に
厚くお礼申し上げまして、就任のあ
いさつとさせていただきます。

総務部長 生澤

するために努力してまいりたいです。
とにもかくにも、諸行事の開催が
できませんと一向に先へ進みませ
ん。私たち自身はもうしばらくの外
出自粛と、普段以上の健康管理を率
先して行い、第２波の大波に飲み込
まれないように黄金色のトンネルを
抜け出て安心安全を取り戻し、その
暁に今まで以上の濃密で笑顔が絶え
ない友好関係を築き上げましょう。

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

多摩川クラブ川崎 事務局長 手塚
域を豊かにする社会活動」をその活
動の大きな柱として掲げ、
「 自ら楽
しみ、また、人とともに楽しむ」を
本精神として、全国三大運動
（健康・
友愛・奉仕）を展開しています。楽
しみながら活動するためには、健康
が何より大事ですので、
健康づくり、
介護予防の推進が大切と考えており
ます。
結びになりますが、田島地区老人

総務部長に任命され、毎月の諸行事
計画などに時を追われ、故・河村連
合会長、兼次連合会相談役をはじめ、
各会長のお力をお借りしてやっと１年
間の行事を廻り終えた次第です。任
務を受けましたが、実質的な中身は
予想以上に幅広く、ことの重大さを
心身に沁み「任重くして道遠し」であ
りました。しかし困難を意図せずあ
と 年間、新たな目的と信念を実現

コロナを乗りきりましょう

新緑の季節となりましたが、田島
地区老人クラブ連合会の皆様にはご
健勝のこととお喜び申し上げます。
４月１日付けで事務局長に就任い
たしました手塚です。佐藤前事務局
長の功績にひとつでも追いつけるよ
う、努力してまいりますのでよろし
くお願い申し上げます。
さて、多摩川クラブ川崎では、
「生
活を豊かにする楽しい活動」と「地

総務部長あいさつ

今年は私たちの青春時代から
年、心から待ち望んでいた「東京オ
リンピック大会」が開催される予定
でしたが、新年早々から新型コロナ
ウイルスが世界各国に蔓延し、１年
間の延期が決定しました。２月以降
の老人クラブ諸行事もコロナに次々
とかき消され、皆様の戸惑いが隠し
切れませんでした。
私ごとですが、昨年の定期総会で
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随 筆

孝義

青雲寺のしだれ桜
倉持
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桜は写真で見る程度で、さほどすご 食後、
青雲寺のしだれ桜へと向かい、
いという実感はわいてきません。ま 着いた駐車場で観光バスの案内をし
た、現役時代会社の友人たちと秩父 ていたご夫婦が、私の妻の従兄ご夫
に行く話が出たとき、春か秋どちら 婦でした。あとで話を聞きましたら
か意見が分かれました。結局仕事の 「花見の時期は空いている土地なの
関係もあり、秋の紅葉と牡丹鍋がい で駐車場にしている」とのことでし
いと決まり、またまた青雲寺のしだ た。数十年かけてやっと見た青雲寺
れ桜を見るチャンスを逃しました。 の「 しだれ桜 」
。樹齢６００年見事
定年後数年経ち、老人会に誘われ に満開でした。
いろいろな桜を見てきましたが、平
一昨年、義父母のお墓参りに行き
成 年４月７日、田島地区老連の日 ましたが、時期がはずれて、しだれ
帰り旅行で、彩の国秩父・長瀞さく 桜は見られませんでした。しかし私
ら紀行の日程が決まり、一路秩父方 の脳裏に焼き付いており、またチャ
向へ。
ンスがあれば行きたいと思っていま
天候にも恵まれ、途中長瀞で桜の す。
トンネル・石畳を散策しました。昼

飛行機で３時間半、省都・
昆明に到着。翌朝、世界自然
遺跡登録の石林を見学しまし
た。約２億７０００万年の海
底が隆起し、古生代の石灰岩
が長い年月をかけて雨水に侵
食され形成されたもので、総
面積約４００㎢の広さに大小
さまざまな岩が林立してお
り、その名のとおりまさに石
の林であり、空に向かって鋭
くそびえ、
とても圧巻でした。
２日目、
大理と麗江を見学。
大理ではジ海と呼ばれる湖で
遊覧船に乗り、船の中では大
理白族による演奏・舞踏など

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

浅田３・４丁目老人クラブ

私の妻が秩父出身で、結婚後２年
に１度の割合で秩父に行きました
が、仕事の関係でいつも桜の時期を
はずれて、しだれ桜を見る機会を逃
していました。
青雲寺には実家のお墓があり、行
くときは子どもの夏休みで、しだれ

仁

雲南省の
旅行の思い出
浅田３・４丁目老人クラブ

鳥居
２００７年の上海駐在中に、中国
の雲南省に２泊３日の旅行に行きま
した。雲南省は中国の西南部に位置
し、ベトナム・ミャンマー・ラオス
に接しています。
中国の少数民族が 族ある中で
の 民 族 が 暮 ら し、 自 然 豊 か な 所 で
す。ベトナムに近い影響もあり、雲
南コーヒーも有名です。
26
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英子

があり、楽しいひと時を過ごしまし
た。世界遺産の麗江古城を散策し、
夜は赤ちょうちんでライトアップさ
れ、古城内のレストランからは賑や
かな生演奏が流れており、昼と夜の

金子

外に出られないときは、何かおい
しいもの、何を作ろうかな？ と考
えるのも楽しみ。またそれを食べる
のも、もちろん楽しみ……。そんな
毎日を送っている今日このごろで
す。

長い歴史を感じる石林

トに「結婚記念日おめでとう」と書
いたラベルを入れて、おじゃましま
した。
温かいおいしい手作りのお料理を
馳走になりました。デザートを出さ
れたとき、１番よろこんだのは孫で
す。
後 日 私 が 餃 子 を 作 っ た の で、 み
んなで食べるか聞いてみましたら、
ＯＫとのこと。朝から餃子の中身を
作り、夕方孫と一緒に包みました。
お母さんはスープを作ってきてくれ
ました。
楽しいパーティーでした
（一
人で食べるのとは違って）
！！

これから
も健康に十
分気をつけ
て笑顔を忘
れずに、仲
良く明るく
楽しんで諸
行事に参加
したいと思
います。

違いにびっくり仰天。
近代的な上海から、まだ発
展途上の町へと中国の広さに
驚き、歴史を感じる旅行でし
た。

３カ月ごとの誕生会ではお赤飯で
お祝いし、会員参加のビンゴゲーム
を行い、
「 リーチ 」「 ビンゴ 」と笑顔
あり・ガッカリ顔ありと、楽しいひ
とときを過ごします。またコーラス
班では年２回の演芸大会に向け選曲
し、日ごろの練習の成果を聞いてい
ただきます。
６年前から友愛チームの一員とし
て、家庭訪問・姥が森町内会の福祉
部をお手伝いしています。

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

結婚記念日
東鋼シニアクラブ

テレビは１日中コロナのことばか
り、外出もできず家の中に 時間い
るのは大変です。
「お義母さん、明
日の夕飯はごいっしょに」
と言われ、
孫に「何かあるの？」と聞いてみま
した。
「お母さんたちの結婚記念日」
とのこと。それでは何か用意しなく
ては……。と思いましたが、お買い
物に行くことはできません。デザー

姥が森長生会

新保いさ子

長生会に入会して

24

私が長生会に入会して、はや十数
年が経とうとしています。毎月の第
２金曜日は役員会、第４金曜日は定
例会、毎月 日には清掃日として、
旧市電通り・鋼管通り・姥が森公園
などで汗かきながら頑張っています。
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喫煙者や糖尿病、心疾患など基礎疾患をお持ちの方は、感
染症が重症化しやすいので注意しましょう。また感染しな
いために、手洗い
いために、
手洗いを中心とする感染予防を心がけましょう。
を中心とする感染予防を心がけましょう。
ただ、感染を恐れるあまり外出を控えすぎて『生活不活発』
ただ、感染を恐れるあまり外出を控えすぎて
『生活不活発』
による健康への影響が危惧されます。

こんな動かない毎日
気がついたら……
ずっと家に閉じこもり、一日中テレビを
見ていたり、ぼーっとしていたり食事も
たまに抜かしてしまう……。
誰かと話すことも少なくなった。

？
あれ！ イル！？
フレ
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高齢者として気を付けたいポイント

新型コロナウイルス感染症が流行しています！

新型コロナウイルス感染症

田島老連たより
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生活不活発に気をつけて！
「動かないこと（生活不活発）
」により、身体や
頭の動きが低下してしまいます。歩くことや身
の回りのことなど生活動作が行いにくくなった
り、疲れやすくなったりし、フ
レイル（虚弱）が進んでいきます。
２週間の寝たきりにより失う筋
肉量は７年間に失われる量に匹
敵するとも言われています！
フレイルが進むと、体の回復力
や抵抗力が低下し、疲れやすさ
が改善しにくくなります。また
インフルエンザなどの感染症も
重症化しやすい傾向にあります。

フレイルを予防し、抵抗力を下げないように注
意が必要です。

田島老連たより

〈機関紙通巻 83 号〉第

動かない時間を減らしましょう。
自宅でも出来るちょっとした運動で体を守ろう！
● 座っている時間を減らしましょう！
その分、立ったり歩いたりする時間を増やすことも重要です。

● 筋肉を維持しましょう！ 関節も固くならないように気を付けて
ラジオ体操のような自宅でできる運動でも、筋肉の衰え予防に役立ちます。

● 日の当たるところで散歩くらいの運動を心掛けましょう！
天気が良ければ、屋外など開放された場所で身体を動かしましょう。

しっかり食べて栄養をつけ、

バランスの良い食事を！
● こんな時こそ、しっかりバランス良く食べましょう！
多様性に富んだ食事を三食欠かさず食べることを意識してくだ
さい。
しっかりバランスよく食べて栄養をとり、身体の調子を整えま
しょう。
※食事制限をうけている方はかかりつけ医の指示に従ってください。

お口を清潔に保ちましょう。
しっかり噛んで、できれば毎日おしゃべりを。
● 毎食後、寝る前に歯を磨きましょう！
お口を清潔に保つことが、インフルエンザ等の感染症予防に有効です。

● お口周りの筋肉を保ちましょう。おしゃべりも大切です。
一日三食、しっかり噛んで食べましょう。
噛める人は少し歯ごたえのある食材を選ぶことも大切です。
自粛生活で人と話す機会が減り、お口の力が衰えることも。電話も活用し、
意識して会話を増やしましょう。鼻歌を歌う、早口言葉もオススメです。

● 孤独を防ぐ！ 近くにいる者同士や電話などを利用した
交流を
高齢者では人との交流や、
ちょっとした挨拶や会話はとても大切です。
家族や友人が互いに支え合い、意識して交流しましょう。

● 買い物や生活の支援、困ったときの支え合いを
困った際に、助けを呼べる相手をあらかじめ考えておきましょう。
事前に話し合っておくことが大切です。

２０２０
一般社団法人日本老年医学会

家族や友人との支え合いが大切です！

33 号

クラブで共有して感染とと
フレイルの予防をしましょう
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政子

またそこにも素晴らしいしだれ桜。
先ほどの桜と同様、あまりの見事さ
にただただ感動。しばらく眺めてか
ら桜と別れ、次は多摩川へ向かう。
川のせせらぎ、小鳥のさえずりに耳
を傾けながらの昼食。満足してまた
出発。今度は遥か彼方の山腹に三ツ
葉つつじが見え、そこまでまっしぐ
ら。またまた感動する美しさ。大満

足の１日。
昔、東京ハイキングの会に入って
いました。今でもあの時のしだれ桜
の美しさは忘れることのない、いい
思い出の一つです。

学校とさまざまの面において奉仕活
動の折、仲間・友人に身内以上の心
をかけていただきました。人とのふ
れあい地域の活動と多くの方に恵ま
れ、良い関係をもって学ばせていた
だき、長い長いお付き合いに気心知
れた方々に感謝いたしております。
私はこの地に住んで 年余り、長
男夫婦と孫の４人家族で語り合い
ながら普通に暮らしております。現
在、コロナウイルスに毎日振り回さ
れて、すべての生活も自粛で落ち着
かず、１日も早い終息がされる日を
願っております。

しだれ桜の前で記念撮影

随 筆

4

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

生方

長田はつの

老人クラブ

後、ときどき
話しかけてく
ださりまし
た。この地区
の婦人会が
終 戦 後、 さ
まざまな活
動に力を入れ
ていることを
知り、加入も勧めていただき仲間に
さ せて も らい ま し た
（ この 方 は 婦 人
会の上 部の方でした ）
。婦人会は現
在創立 周年であり、地域で活躍し
ています。子どもたちの幼稚園、小

60

ハイキングの
思い出

・ 第

横浜市から
小田に居住
小田
3

満開の三ツ葉つつじ

小田栄朗人親睦会

50

立川９時 分集合。立川まで行く
と４～ 名集まっていました。リー
ダーは欠席、他のメンバーは時間ど
おりに揃ったところで青梅へと向か
う。皆さん地図を持って行ってあち
こちの名所へ連れて行ってくれる。
何百年とも思われる立派なしだれ桜
に言葉を失う。次は金剛寺へ。また
5

2

幼児を連れて昭和 年、住宅に続
く細い砂利道を誰一人知ることない
大変なところに連れてきてしまった
と思いました。
私の両親はどこに住んでも近所は
大切と教えていました。翌朝、近所
の奥様に声をかけていただき、その

70
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母と桜と私
小子内久子

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

老人クラブ

めることができました。
ある日、母を車いすに乗
せて防災センターへ桜を
見に連れて行ったとき、
「 きれいだね、また来年
も来ようね」と言ってい
たのですが、その年の
月に亡くなってしまいま
した。母との溝もおさま
り、これからという矢先
でした。
桜を見るたびに母を思
い出し、もう少し一緒に
いたかったと思いまし
た。

で桜を楽しむことができました。い
つの間にか軒下桜も巨木となり、２
階のベランダの高さを越え、電線に
達するようになってしまいました。
晩年の父から桜の処分の話も出まし
たが「心配ない任せてよ」と言って、
毎年伸びる枝を切ってはいたのです
が、父他界 年後の一昨年に、近く
の植木屋さんに頼んで切っていただ
きました。
私の子どもたちの成長を見守り、
父母を見送り、わが家繁栄の象徴は
思い出の根株となっています。
24

小田中央第

薫

私は、岩手県の小さな漁村で生ま
れました。私が６歳の冬に父が亡く
なり、祖母に預けられ、母は再婚し
て私から離れてしまいました。そん
な母を好きになれず、親に頼らず生
きていこうと決心し、花を見てもき
れいと思う気持ちも忘れ、ただただ
生活のためにだけ必死に仕事してき
ました。
歳を過ぎて主人と出会い、人の
優しさ、友人の大切さを教わり、私
と母との間にできた溝も少しずつ埋

軒下の桜
山﨑

小田四丁目第 老人クラブ

1

4
1

12

今期から、小田四丁目第 クラブ
の会長を務めることになりました。
今後ともよろしくお願い申し上げま
す。
昭和 年生まれの団塊世代で、戦
争を知らない子どもたちのはしりで
す。初桜は５歳のころ、母に連れら
れて友達と白石駅から電車に乗っ
て、
鶴見の本山へ行きました。まあ、
桜というよりお昼のだんごと野山の
探検が楽しい記憶に残っている次第
です。
時は流れ、平成に変わった年に、
父が桜の苗木をわが家の軒下に植え
たのです。以来桜は成長し、毎年家
23
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発声だけで
筋力アップ !
暮らしの 
情報コーナー 今日から パ タ カ ラ 体 操
始めよう

パ

タ

唇の筋力を鍛える

加齢に伴い筋力が弱って
くると、口周りの筋肉や
舌の動きが衰えてきま
す。パタカラ体操を日頃
から実践し、いつまでも
から実践し、
いつまでも
おいしく安全に食べられ
るよう心がけましょう。

カ

舌の前方筋肉の
トレーニング

舌の後方筋肉（のどの奥の力）
のトレーニング

「パ」の発音には、唇を閉める筋

「タ」の発音をすることで、舌の

食べ物をかんだら、それを飲み

力を鍛える効果があります。こ

前方が上顎につく訓練ができま

込み、食道へ送らなければなり

の筋力が高まることで、食べ物

す。この訓練で、食べ物を押し

ません。
「カ」はのどの奥に力を

を口からこぼすことなく取り入

つぶしたり、飲み込んだりする

入れて、のどを閉めることで発

れられます。

機能が向上します。

音するので、食べ物をスムーズ
に食道へ運ぶ訓練ができます。

ラ

舌の上方筋肉の
トレーニング

果的
効
が
前
食
4 4

最後は、舌を丸めて、舌先を上
の前歯の裏につけて発音する
「ラ」の発音です。これによって、
舌の上方の筋肉が鍛えられ、食
べ物を口の中へ運び、飲み込み

大きな声で
しっかりと
発声練習

まず、大きな声で、しっかり、
パパパパ
はっきり「パ」「タ」「カ」「ラ」
と発音しましょう。口を大きく
動かして、「パパパパパ、タタ
タタタ、カカカカカ、ララララ
ラ」と 3 回言いましょう。

やすくするための、舌の筋肉の

実際に
しょう
やってみま

トレーニングができます。

パタカラ体操にはこんな効果があります
◆飲み込む力や、
かむ力の維持・向上
◆発音がはっきりする
ご え ん

◆表情が豊かになる

◆誤嚥性肺炎の予防

◆いびきや歯ぎしりの改善

◆だ液分泌の促進

◆口の渇きの改善

お口のトレーニングでおいしく健康的な毎日を
散歩をしたりラジオ体操をしたりして、体の筋力維持・
向上を図るように、口や舌の筋力トレーニングも始めてみ
ませんか？
今日から、パタカラ体操で食べ物をおいしく健康的にい
ただきましょう！

《かっぱ》

かっぱ かっぱらった
かっぱ らっぱ かっぱらった
とってちってた
かっぱ なっぱ かった
かっぱ なっぱいっぱかった
かってきってくった

「パ・タ・カ」を
意識してしっかり
発声しましょう
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始 め よ う ！ お口のケア
〜むし歯や歯周病などお口のトラブルは
放置すると大変です！〜
お口のトラブルは放置すると、お口の機能低下や全身の運動機能低下を
招き、さらに全身状態（糖尿病）の悪化や誤嚥性肺炎などを引き起こします。
次のような症状や困ったことがありましたら、お気軽にお問い合わせくだ
さい。
・お口でうまく食べられない、食べこぼす

・お茶などで時々むせてしまう

・飲み込みにくい

・お口の中が乾燥する

・味覚がおかしい

・うがいが上手にできない

・声が出にくい

・歯や舌や粘膜が痛い

・歯を磨くと血が出る

・口臭が気になる

・食事量が低下した、食べ方が遅くなった

・口の中に食べ物が残る

要介護状態の方には、自宅で歯科診療が受診できます。
口腔のケア・摂食嚥下リハビリのほかに、むし歯・歯周病の治療、入れ歯
の修理・作成なども自宅で行うことができます。
お気軽にお問い合わせください。お住まいの地域への橋渡しをいたします。

短 歌

小田栄朗人親睦会  小田智恵子
幼ななじみ互いの老いのせつなさを

泣き笑いして駅に見送る

「田島老連たより」第 34 号は 12 月に発行予定です。
※投稿には、縦 15 字の原稿用紙を使用してください。写真を
入れる場合は、写真の大きさに合わせた空きが必要です。
【原稿内容】各地区の老人クラブ行事、
各クラブ活動、
旅行の話、
故郷の思い出、楽しかったこと、短歌、俳句、川柳など。
【原稿締切】令和 2 年 9 月末
※原稿用紙は、各クラブの会長さんにお話をしていただければ
広報部で用意します。

私たちは田島地区老連の活動を応援しています

33

編集後記

田島地区老連たより発行に際しまし
て、ご協賛頂きましたスポンサー各位
に厚く御礼申し上げます。
今後ともあたたかいご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。

変りゆく孫との距離はさびしくも

各スポンサーへのお礼

成長ゆえに見えくる道かと

☎ 044(322)1985

原稿募集

暑中お見舞い申し上げ
ます。
新型コロナウイルスの
影響で、田島老連前半の
行事がすべて中止とな
り、残念と思うなか田島
老連たより 号ができま
した。これもひとえに会
員皆様からの温かいご協
力、情報提供いただきま
して広報部一同感謝申し
上げます。
今後、猛暑・残暑とな
りますが、新型コロナウ
イルス感染防止に気をつ
け、秋季田島老連の行事
ができますこと、会員の
皆様が元気でおられるこ
とをお祈りし、お礼の言
葉といたします。

ご 不 明 な 点 は、
田島地区老連にお
問い合わせ下さい。

公園の八重の桜も淋しげに

【資 格】
概ね 60 歳以上の方ならどなたでも。
【申込先】
地域の単位老人クラ
ブの会長に直接申し
込んでください。

コロナの終息いつかと風吹く

木村カツエ

地域の仲間たちと日々の生活を
充実させませんか？

俳 句

浅田３・４丁目老人クラブ

鈴
 木 久子

八重桜玄関華やぐ誕生花
終活や断捨離遲々と昭和の日

浅田３・４丁目老人クラブ

頑張って体動かすみどりの日

桜満開気分ははれやか若返へる

老人クラブ入会の
お誘い

歌 鳥風 月
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