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社協
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活動場所
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社協ボランティア

名称    

活動場所  

活動内容  

平成 25 年 7 月

Ｑ．やってみよう

Ａ．退職をきっかけに

最初にやったときには

それでも体操

Ｑ．シルバーリハビリ

Ａ．指導士をしているので

なおうれしいです

Ｑ．体操のコツ

Ａ．やっぱり

その時だけ運動

Ｑ．指導で大変

Ａ．シルバーリハビリ

それぞれの状態

その動きを口頭

Ｑ．これからの

Ａ．五霞町にシルバーリハビリの

テレビを見ながらでも

月と 11 月に

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

               

社会福祉法人五霞町社会福祉協議会

３２０１ 福祉

ホームページ  http://www.goka

info@goka‐

                                

                               

                      

                   

                                                  

ボランティア団体

    シルバーリハビリ

  町内各所 

  シルバーリハビリ

月 5日、代表

ってみようと思ったきっかけは

をきっかけに何

にやったときには、

体操を続けている

シルバーリハビリ体操

をしているので

なおうれしいです。 

のコツは何ですか

やっぱり毎日続ける

運動するんじゃなくて

大変なことは

シルバーリハビリ体操

状態に合わせた

口頭と実演で

これからの夢は何ですか

にシルバーリハビリの

ながらでも椅子

に五霞町で講習会

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

               

社会福祉法人五霞町社会福祉協議会

福祉センター「

http://www.goka-

‐syakyo.or.jp

                                

                               

                      

                   

                                                  

団体の紹介

シルバーリハビリ体操

 

シルバーリハビリ体操

代表の川村憲子

ったきっかけは

何かやってみようと

、正直物足

けているおかげか

体操をやっていて

をしているので、たくさんの

ですか？ 

けることですね

するんじゃなくて

なことは何ですか

体操は相手

わせた動きが

で示すのですが

ですか？ 

にシルバーリハビリの

椅子に座ってでもいい

講習会があります

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

               

社会福祉法人五霞町社会福祉協議会

「ひばりの里

-syakyo.or.jp

syakyo.or.jp 

                                

                               

                                                    

                                               

                                                  

紹介 

体操指導士会

体操の指導 

川村憲子さんよりお

ったきっかけは何ですか

かやってみようと思

正直物足りないという

おかげか、体調はいいです

をやっていて良いことは

たくさんの人と

ことですね。毎月、

するんじゃなくて、毎日 5分

ですか？                                                 

相手の体に触れないことが

きが必要なんですが

すのですが、何しろ

                                                  

にシルバーリハビリの指導士が沢山増

ってでもいい

があります。百聞

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                            

社会福祉法人五霞町社会福祉協議会

里」内 

TEL

FAX

syakyo.or.jp 

                                

                               

                              

                            

                                                  

指導士会 

 

さんよりお話を伺

ですか？      

思っていた

りないという感じでしたが

はいいです

いことは何

と知り合いになれたのがうれしいです

、シルバー

分でもいいから

                                                 

れないことが

なんですが、こちらからは

しろ初めて

                                                 

沢山増えることです

ってでもいいんです。

百聞は一見

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

             

社会福祉法人五霞町社会福祉協議会 TEL ０２８０

FAX ０２８０

                                 

                                

                              

                            

                                                  

伺いました

                             

っていたんですが、

じでしたが、最近

はいいです。もともと

何ですか？ 

いになれたのがうれしいです

シルバーリハビリの

から自分に

                                                 

れないことが大きな特徴

こちらからは

めて行う体操じゃないですか

                                                 

えることです。

。運動をして

一見に如かず。

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                           

０２８０－８４－

０２８０－８４－

 

 

                              

                            

                                                  

いました。 

                       

、たまたま

最近は年齢

もともと肩こりがひどかったんですが

 

いになれたのがうれしいです

リハビリの教室に参加

に必要な運動

                                                 

特徴です。

こちらからは判断できません

じゃないですか

                                                 

。そして、

をして、みんなとお

。ぜひ皆さん

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

              

－０７６５ 

－３８８７ 

 

                              

                            

        

                                                   

                       

たまたま雑誌の広告見

年齢のせいか、

こりがひどかったんですが

いになれたのがうれしいです。参加

参加させてもらっているのですが

運動をするのがいいですね

                                                 

。たとえば、

できません。それぞれ

じゃないですか？それを

                                                 

、五霞町の人

みんなとお話をして

さん参加してください

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

              

 

  

                              

                                                                            

        

                       

広告見て応募

、昔より大変

こりがひどかったんですが

参加した人

させてもらっているのですが

をするのがいいですね

                                                 

、同じ 80 歳

それぞれ、

それを伝えることに

                                                 

人がみんな

をして、元気

してください

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

              

                               

                                                

                                                          

                       

応募しました。

大変だと感じるようになりました

こりがひどかったんですが、今はほとんどありません

人から、「体調

させてもらっているのですが

をするのがいいですね。「継続

                                                 

歳の人でも

、自分の動かせる

えることに難しさを

                                                 

がみんな健康になってほしいです

元気になる。簡単

してください。 

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

               

                                                

                                                  

                       

。            

じるようになりました

はほとんどありません

体調が良くなった

させてもらっているのですが、 

継続は力なり

                                                 

でも、関節の状態

かせる範囲

しさを感じます

                                                 

になってほしいです

簡単なようですが

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                

                                                  

                            

            

じるようになりました

はほとんどありません。 

くなった」と

なり」です。           

                                                 

状態は大きく

範囲で運動をしてもらいます

じます。          

                                                 

になってほしいです。          

なようですが、結構難

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                  

 

             

じるようになりました。 

 

と言ってもらえると

           

                                                 

きく違います

をしてもらいます

          

                                                 

          

結構難しい

                                                

                                                  

 

もらえると 

           

                                                 

います。   

をしてもらいます。 上級生

          もしく

                                                 いるとのことで

           

しい。    
 

                                                

                                                  

 

           平成 25

                                                 ペットボトルキャップの

   きてくれただけでなく

上級生・下級生

もしく感じました

いるとのことで

 

 

                                                

                                                  

25 年５月 10

ペットボトルキャップの

きてくれただけでなく

下級生が協力

じました。他

いるとのことで、将来

                                                

                                                  

10 日、五霞東小学校

ペットボトルキャップの寄付

きてくれただけでなく、倉庫にも

協力をして、

他にもさまざまなボランティア

将来が楽しみです

                                                

                                                  

五霞東小学校、

寄付を受けました

にも入れてくれました

、運ぶ姿を見

にもさまざまなボランティア

しみです。 

                                                    

                                                  

、きらめき委員会様

けました。リアカーで

れてくれました

見ていると

にもさまざまなボランティア

                                                   

委員会様より

リアカーで運

れてくれました。 

ていると、とても頼

にもさまざまなボランティア活動をして

 

より、 

んで 

頼 

をして 


