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お ー ろ ら 通 信 （２１９） 2016年 5月号        

 

今月の記事 ・群馬地区総会、本部総会報告・グラウンドゴルフ 
      ・ゴルフ ・バス旅行 ・スポーツ健康愛好会 
      ・カラオケ・山行 ・お知らせ 

 〇 第２７回洋友会群馬地区総会 

4 月 14 日（木）10 時より大泉町文化むら小ホールにおいて、会員 155 名の出席と会社代表・労働組合

代表をご来賓としてお招きし第 27 回定時総会が開催されました。当日はご多用の中をご出席頂きました

会員の皆様に心より御礼申し上げます。出席者の皆様には総会後の講演会や懇親会を楽しみに参加さ

れる方も多くいらっしゃいました。食事をとりながら懐かしい顔との再会で旧交を温め、思い出話に花を咲

かせ和やかな光景が会場のあちらこちらで見受けられました。この機会を利用して懐かしい方々とお会い

できますのでぜひ来年度以降も多くの会員の皆様にご出席頂ければ幸いです。議案はご出席の皆様の

ご協力により原案通り承認され終了。新年度は役員改選により長年ご尽力された前田会長より奥山会長の

新体制に引き継がれました。洋友会運営に関してご意見、ご提案等がございましたら洋友会事務局または

幹事にお声掛け頂ければ幸甚に存じます。今後とも会員各位のご支援ご鞭撻を重ねてお願い申し上げま

す。（詳細は配布済の総会資料を参考にして下さい） 

総会概要：開会に先立ち、前年度ご逝去された物故会員 11名（総会資料 9ページ）の御霊に黙祷。 

●前田会長挨拶：会員数は現在 434名。平均年齢 74歳台と平均年齢で後期高齢者の年齢に近づいて 

いる。今後は健康維持に重点的に取り組んで行きたいということで、気軽に参加できる事例として新企 

画の「金山でも歩こう会」の紹介がありました。 

●来賓挨拶：パナソニック㈱アプライアンス社直轄人事総務センター総務施設課 課長 森 真晴 様 

 現在、東京製作所構内人員は約 5,000名。草津工場からの自動販売機の生産移管効果等により、今 

年度は新卒採用があるという明るいニュースがあり、今後重点事業部門への資金と人材の集中投下を行

っていく。洋友会活動の発展と会員の方々のご健勝をとのエールを贈って頂きました。 

●来賓挨拶：三洋電機労働組合本部副中央執行委員長 藤原 直和 様 

社員のパナソニック労働連合会・各事業単位労組への統合が終了。現在６名の役員で最終作業を進め 

ている。6月に三洋電機労働組合の完全解消を予定。諸先輩と洋友会へのお礼の言葉がありました。 

●議事進行：議長に茂木義市氏を選出。27年度実施事業、会員の状況、決算状況、監査について各責 

任者から説明があり、一括承認された。続いて今年度の役員改選の提案があり、原案通り承認された。

退任役員を代表して前田前会長よりご挨拶を頂き、奥山新会長より新役員の紹介と挨拶がありました。

続いて、28年度事業計画（案）、予算（案）の説明があり原案通り承認。（「第２７回定時総会次第」参照） 

●長寿祝い：対象者 24名が紹介され、出席の 16名（喜寿）の方に直接お祝い金をお渡ししました。    

●講演会：パナソニック ワイルドナイツ ヘッドコーチ 相馬 朋和 様（演題：ワイルドナイツをトップリー 

グ最強軍団にした強化策・2019年ワールドカップに向けての今後の展望） 

・冒頭より PC トラブルで準備した PP資料が使用できないというアクシデント。そこはさすが百戦錬磨のト 

ップアスリート、見事な対応力で講演をアレンジしながら進行していきました。ラグビーを始めた経緯と三 

洋に入ったキッカケのお話等があり、ワイルドナイツは他のチームと違いなぜ革新的なのか、その理念と 

活動の根底にある基本的な考え方について説明がありました。 

・企業スポーツとしての価値について、引退後の人生設計まで考え、未来への投資・準備の大切さを述 

べられました。先輩である洋友会会員の経験と知識をお借りしたいとの事で、一層のご支援をお願いし 

たいと結ばれました。(トップアスリートはシャープな頭脳と人格者である事を印象付けた有意義な講演でした) 

＊講演内容をおさめた貸出用 CDRを準備してありますので、ご希望の方は事務所までご連絡ください。 

●総会終了後記念写真撮影、その後懇親会。食事をとりながら旧交を温め、豪華賞品があたるビンゴゲー 

ムなどで盛り上がり、最後に全員参加のジャンケンゲームもありほぼ全員がお開きまで楽しみました。 

群馬県邑楽郡大泉町仙石二丁目 26番１号 

仙石第一ビル 1 階（1975-00 棟） 

TEL＆FAX 0276-62-6782 

電話は毎週水曜日 9 時半～11 時 

Mail:yoyugunma@juno.ocn.ne.jp 
http://yoyugunma.Sakura.ne.jp/ 

三洋電機洋友会群馬地区お知らせニュース 

（パナホーム、パナ保険様からも景品のご協力を頂きました） 

http://yoyugunma.sakura.ne.jp/
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○ 平成２８年度三洋電機洋友会本部総会報告 

日 時：平成 28年 4月 22日（金）10：30～14：00（懇親会 12:30～14:00） 

場 所：パナソニック企業年金基金 松心会館（門真市） 

出席者：奥山会長、岸副会長（群馬地区からは２名出席） 

全国 15地区から正副会長 30名、来賓として中川三洋電機代表取締役社長、石橋人事総務センター 

部長が出席。開会に先立ち、前年度物故会員全国 77名の御霊に黙祷を捧げた。 

●北川隆一 会長挨拶：洋友会は平成元年に発足以来２８年目となる。会員数 4,435名（3月末現在）。 

今年は 7地区で新会長が就任。環境変化に対応し知恵を絞り社会的な役割を果たしていきたい。 

●中川能享（なかがわ よしあき）三洋電機㈱代表取締役社長挨拶： 

＜2015年度パナソニックグループ決算＞白物家電、BtoB ソリューションは堅調。国内ソーラー事業、情 

報通信での販売減の影響が大。中国をはじめとする新興国の景気減速、為替など事業環境は厳しさを 

増している。二次電池事業は落ち込みが続く。ソーラー事業は予想以上の下落傾向を示し、住宅市場 

での需要は低迷。売上高 8兆円から７兆 5,500億円に、営業利益も下方修正。 

＜三洋直轄部門＞人事面では 2015年 4月にカンパニー傘下の事業部門を含む 7,100名の転籍を実施。 

アフターサービス業務では管理拠点の大東への集結、サービスセンターを集約。固定資産売却により 

施設の維持コスト圧縮。知的財産については、EL、LCDなど大きな収益をあげ、グループ経営に貢献。 

＜2016年度パナソニックグループ事業方針＞売上高 7兆 5,000億円、営業利益 5％の 3,750億円。車載 

事業、住宅事業を重点に 2017年度には売り上げを反転。2018年度に増収増益を目指す。 

＜三洋直轄部門＞アフターサービス業務の効率化、資産の有効活用によるコスト圧縮、知的財産の活用 

により収益と資金を確保してパナソニックグループの経営に貢献する。将来どのような体制になろうとも、 

お客様を大切にするということと活力あふれる三洋スピリッツをもった社員と社員が活躍できるステージを 

構築して行きたい。皆さんの文化・スポーツなどの活動を会報誌などで見させていただき、活躍されてい 

る様子は、現役社員にとっても励みになります。健康に留意され今後もご活躍頂くことを祈念します。 

●総会（議長：兵庫地区会長 小林 紀之 さんを選出） 

・平成２７年度活動報告：社会貢献活動として「プルタブで車イスを贈ろう」、「使用済みカード等で地球環 

境を守ろう」、会報誌「洋友」のカラーページ化などの実績が報告された。課題として会員数の減少傾向、 

高齢化による活動低下の現状が報告され、会計報告、会計監査報告があり一括承認。 

・平成 28年度活動計画：【基本方針】として「仲間づくり、社会貢献、健康増進にお役に立つ洋友会」をス 

ローガンに「同じ会社で苦楽を共にした仲間同士の輪を広げる、社会に役立つ活動をする、健康で元気 

な生活ができる」ことの促進が掲げられた。【具体的活動施策】として、１．「仲間」づくり、２．「社会貢献」、 

３．「健康増進」他。予算計画と併せて一括承認。 

・「三洋電機洋友会ホームページ運用規定」新設：管理運用は各地区の責任において行うことが示された。 

●九州地区 松岡会長から震災の状況報告・・・熊本地区会員 29名は全員無事（ただし避難生活） 

＊議事録詳細をご覧になりたい方はご連絡ください。 

○ グラウンドゴルフ大会のお知らせ 

日  時：6月 13日（月）9:00～11:00（＊小雨決行） 

場  所：スバル運動公園（大泉町） 

参加費 :500円 

締切り日：6月 8日（水） 

＊用具は事務局で準備いたします。 

担当幹事：小林 一夫 TEL：0000-00-0000(000-0000-0000) 

岸  雄 二 TEL：0000-00-0000(000-0000-0000) 

 

 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A2Rih48XHDVXoTIAL9ODTwx.;_ylu=X3oDMTFvMm10N2ZmBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=18rtnbnj4/EXP=1463199191/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E7%84%A1%E6%96%99
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○ 春の洋友会ゴルフコンペ開催のお知らせ 

洋友会ゴルフコンペを “城山カントリー倶楽部”で計画いたしました。  

申し込み受付は既に終了いたしましたが申込みされた会員は当日の時間に遅れないようお越し下さい。 

・日 時：平成 28年 6月 6日（月）  

・場 所：城山カントリー倶楽部 （☎0284-62-3131）   

     〒326-0141 栃木県足利市小俣町 4008 

・集 合 時 間：8時 30分時間厳守 （スタート：9時 08分～） 

・参 加 費：2,000円（但しﾌﾟﾚｰ費、食事費は各自負担） 

・担当幹事：前田浩良 TEL：0000-00-0000(000-0000-0000)  E-mail：0000000@0000.00.00 

野口三男 TEL：0000-00-0000             E-mail：00000@0000.0000.00.00 

    岸  雄二 TEL：0000-00-0000             E-mail：00000@000 .00.00 

○ 「春の日帰り旅行」のご案内 

 

暑い日と涼しい日が交互に訪れる今日この頃。楽しみにしている 6月 15日（水）の旅行天候が気にかか 

る担当幹事です。 

今回の旅は、保和苑のあじさいを目で楽しんで、その後の海鮮釜飯とかぶりつきメロンでは食を楽しんで 

いただきます。あっちもこっちも楽しみながら、爽やかな風に包まれてみましょう。そして、行きと帰りのバスの 

中は楽しい同窓会の宴です。初夏のなが～い一日を、心いくまで満喫しましょう。 

行程詳細は下記のとおりです。皆様への詳細案内は当日までありませんので、この資料を大切に保管願 

います。 

記 

◇集  合：大泉町役場 7時 45分、8時出発（駐車場は No8、朝食なし） 

◇金  額：9,500円（当日集金、出発 3日前からキャンセル料金が発生します） 

◇行  程：大泉町役場（8：00）－太田桐生ＩＣ－＜北関東道・東北道・北関東道・常磐道＞－水戸北ＩＣ 

－水戸・保和苑（あじさい祭り開催中・約 6,000株のあじさいが可愛く咲き誇ります 10：00～11：15）－ 

水戸市内（海鮮釜飯の昼食 11：30～12：30）－那珂湊（新鮮な海産物のお買い物 13：10～14：00）－ 

めんたいパーク（かねふくのできたて明太子の試食とちょっぴりプレゼント 14：15～14：45）－鉾田（メロン 

産地でメロン半個をがぶり試食、鉾田メロン 2個のお土産付き 15：00～15：40）－水戸大洗ＩＣ～ 

＜東水戸道・北関東道・東北道・北関東道＞－太田桐生ＩＣ－大泉町役場（18：00頃） 

◇担当幹事：斎藤正子 TEL：0000-00-0000 

洋友会事務所 TEL：0276-62-6782(毎週水曜日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～保和苑のあじさい祭りと鉾田メロンかぶりつきの旅～ 
 

 

《保和苑内・明星ヶ池》 

 

 

 

mailto:drdwp367@ybb.ne.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RiomFhGjVXnCwAuRSU3uV7/SIG=12hhljkgd/EXP=1463184353/**http:/image.blog.livedoor.jp/sae_kichi/imgs/9/d/9de9fa8e.jpg
http://net-ibaraki.jp/wp-content/uploads/2015/05/meron-img_recipe03.jpg
http://www.kanefuku.co.jp/shopmall/mentaitsu/mei_item.php?cateid=20&Sel_Code=20-3
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○ スポーツ健康愛好会例会報告   

4月 19、26日（火）13:30～15:30  参加者 13名 

19 日は気温も上昇し、身体を動かすと汗ばむ程の陽気。熊本の地震災害の大変さを話し合い、災害のな

い日常生活の有り難さを感じながらのトレーニング。今月からスポーツ健康愛好会への参加費把握のため

トレーニング室料の領収書を預かることにした。バドミントンはアリーナの北面は中学生の体操競技器具が

設置されているため南面にコートを張り、バドミントン試合。清掃後ストレッチ運動を女性の指導で念入り実

施。散会。26日は外気温26℃、日差しも強い。トレーニング室機器の点検修理の中、トレーニングを開始。

所定のトレーニングを一時間行いアリーナに移動。バドミントン参加者とネットを張り早目に開始。途中参加

者が増え時間まで試合を実施。清掃後、本日もストレッチを 10 分程度行ったが試合より汗がでるのに驚く。

配慮の体力回復のための甘い菓子、果物を食べながら健康の為の談義後散会。 

開催日：毎月第 3・4週（火） 13:30～15:30 於：大泉町民体育館 

担当幹事：福田 勝弘 TEL：0000-00-0000 

○ カラオケ愛好会例会報告   

 4 月度 2 回目の例会は 12 日（火）に開催。11 日の新聞によるとバドミントン男子日本のトップ

選手 桃田賢斗選手と田児賢一選手の違法カジノ賭博問題で、所属先のＮＴＴ東日本は、田児選手

を解雇、桃田選手を出勤停止 30 日とする処分を発表した。同社の男子バドミントン部は同日から

半年間、対外活動を自粛との事。我々もスポーツ愛好会でバドミントンを楽しんでいるが、徐々に

盛り上りつつある人気に竿を刺す様で残念である。娯楽はカラオケ位が無難かもしれない？本日は

参加者も 16名とまずまずの状態に戻り時間通り曲披露を開始。『北の雪虫』＜男のコップ酒＞ 

＜五山の送り火＞≪俺の昭和が遠くなる≫＜四万十川＞『花冷え』＜生きる程に＞＜ひとり北国＞

『港別れ風』＜風うた＞『愛にゆれて』『夢見坂』＜夕日燦燦＞『振り向けば日本海』≪竜虎伝≫

と新曲が多めに歌いだされた。49 曲が歌い継がれて終了。翌日が洋友会群馬地区総会の最後の打

ち合わせ・準備日であり早目に切り上げた。 

5月 10日は、連休ど真ん中になった第一週の火曜日（3日）を休んだので、“そろそろ歌いたく

なったなあ～”という感じがする久々の例会である。先日の報道で、大変な議論を巻き起こした“パ

ナマ文書”に登場する 21万余の法人とその株主らの名前が 10日午前 3時に「国際調査報道ジャー

ナリスト連合」のウェブサイトで公表され、ニュース番組で報道されだしている。また、日本ラグ

ビー協会は 6 月の国際試合に出場する日本代表メンバー43 人を選出した。昨秋のワールドカップ

メンバーでは主将のリーチ、五郎丸、堀江翔、田中、大野ら 19 選手が選ばれた。いろいろなニュ

ースは自分の歌う番が来るまでの楽しい会話の話題を提供してくれている。本日もほぼ通常の 13

名で 2部屋を使い練習部屋と曲披露の部屋の運用で進行。13時 30分より開始された曲披露は＜男

のコップ酒＞＜港やど＞＜海の防人＞『木曽路の女』『花ふたつ』『みれん心』＜生きる程に＞『吾

亦紅』『岸壁の母』と全 46 曲が披露された。定刻前に始めた採点モードを中止したかったが、人

数も適当で、中止希望も無かったのでそのまま進行した。数曲の 90 点越えも有ったり、≪春はも

うすぐ≫≪イエスタディにつつまれて≫≪思い出の川≫≪女のあかり≫他の様に新曲の初披露も

多かった。会計時に、7 月予約を確認したが 7 月 12 日は VIP ルームの先約があり、止む無くパー

ティルームを予約して帰路に着いた。 

文中＜＞はＣＤ発売後 1年以内の新曲、≪≫はその内初披露曲、『』は前記以外です。 

6月 7月は通常通り第 1第 2火曜日に例会を開催しますので初参加の方も 

積極的に参加してください。ご夫婦での参加も大歓迎です。 

担当幹事：奥山 泰彦 TEL：000-0000-0000 

     E-mail：0000000000-00000000@00000.00.00  

 

 

 石関 正明 TEL：0000-00-0000 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A7dPLUgHGzVXmmUA8lqDTwx.;_ylu=X3oDMTFvbDhodnNmBHBhdHQDcmljaARwb3MDNARwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADcWh2BHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=16d98v5jb/EXP=1463198919/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%82%B1+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimFJOLSRXtWQAJgeU3uV7/SIG=13rlfaasp/EXP=1462075086/**http:/3.bp.blogspot.com/-tYrCzc9N7tI/VOsJ0SNSr8I/AAAAAAAArtc/i232FBwcAmo/s800/stretch_karada_katai.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimFNNLSRXXCgAcDaU3uV7/SIG=12bq6743b/EXP=1462075085/**http:/livedoor.blogimg.jp/fumira/imgs/5/f/5fca0cdc.jpg
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○ 金山でも歩こう会からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

6月 3日（金）行き先：金山 コース（当日決定） 

6月 17日（金）行き先：金山 コース（当日決定） 

集合場所：金山大光院境内 

集合時間：AM 10時  

＜報告＞5月 6日（金）好天に恵まれ新緑の美しい中 

ﾊｲｷﾝｸﾞしてきました。（写真は神明宮） 

担当幹事：内田 光男 

○ 第 99回山行「石老山ハイキング」報告 

4 月 17（日）定刻 5 時、総員 25 名で出発。東松山 IC より関越道・圏央道・中央道と乗り継ぎ小仏トンネ

ルを越え相模湖東 IC で下りた。相模湖大橋を渡り右折、2ｋｍほど走り石老山登山口駐車場に 6 時 45 分

到着。登山支度を済ませストレッチで体をほぐす。7時 5分出発。しばらく車道を歩き相模湖病院に 7時 15

分到着。ここから登山道となる。途中色々な名の付いた奇岩が現れた。足元にはシャガが青の斑入りの花

を咲かせ、所どころマムシ草が鎌首を上げたような不思議な赤紫の花を咲かせていた。石段を登り終えると

石老山と記した山門の顕鏡寺に着いた。大蛇に似た根を地表に見せた蛇木杉・大イチョウ・岩窟があり古

刹を感じる。休憩後鐘を突き出発。相模湖を見下ろす融合平展望台で休憩。陣馬山から高尾までの山並

みが一望できた。ここから先奇岩は終わり桧の樹林帯の中を歩く。3 つのピークを越えようやく山頂に着い

た。山頂は細長く広い。道標に大きく石老山と刻まれていた。今日はダメだが富士山や丹沢を一望できる

ビューポイントもあった。風が強くなり雨が心配されたので記念写真を撮り早々に出発。200ｍほどで分岐

が現れ大明神展望台方面へ進んだ。樹林帯の広い山道を下る。アップダウンを繰り返し展望台に到着し

休憩。風は強く小雨となった。稜線は風と雨で休むことができず腹が減った。林道ゲートの手前、雨風のな

い沢沿いで昼食。昼食後すぐに林道ゲートに着いた。沢沿いのキャンプ場を通り県道へ出る。道端に一輪

春ランが、すぐ近くにチゴユリが小さな花を咲かせていた。民家の庭先には三つ葉ツツジが沢山の花を付

けていた。特に見事だったのは 2本のしだれ桜だった。11時 15分石老山登山口に到着、身支度をしてバ 

スに乗る。 

国道 20号に戻り県道 75号で藤野やまなみ温泉 

に 12時到着。ゆっくりと温泉に浸かり疲れを癒し、 

入浴後の一杯でストレスを解消。1時 30分バスに 

乗り帰途に就いた。この時間小仏トンネルは渋滞 

なく順調。途中狭山 PAで休み大泉に 15時 50分 

無事到着し解散。今日は小雨程度で済み渋滞にも 

巻き込まれず早く帰宅でき「ラッキー」だった。 

担当幹事：内田 光男 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

○ 新入会員 

湯浅 治彦さん  最終所属：パナソニック AP空調・冷設機器㈱  よろしくお願いいたします。 

○ 金婚祝い 

石井 貞雄さん  おめでとうございます。 

＊ 4月号、本田 克明さんは吉明さんの誤りでした。お詫びして訂正いたします。 

○ 訃 報 

小島 一良さんが４月２７日亡くなられました 享年７４歳  ご冥福をお祈りいたします 
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ロコモって知っている？（健康ニュース） 

 

最近「ロコモ」という言葉をよく耳にしませんか？「ロコモ」とは「ロコモティブシンドローム」の略です。どの

ようなものか皆様ご存知でしょうか？ロコモは「メタボ」の運動版とも言われています。 

そこで今回は、『ロコモティブシンドローム』に関するお話です。 
 

◆運動器について 

さて、ここで皆さんに質問です。「歩く時、何を考えて歩いていますか？」今日の予定や今から行く目的

地での事、または特に何も考えずに景色を楽しむなど、人や状況によってそれぞれですよね。 

では、その中で「歩く」ということに意識を持っている方はどれくらいいらっしゃるでしょうか？つまり、今か

ら右足をあげて、前へ出して、それが終わったら左足をあげて・・・。人間は特に意識せず「歩く」ことができ

ますよね。しかし、歩くためには、骨、筋肉、軟骨、関節、神経などが互いに連携し、動かなければなりませ

ん。 

これらの身体を動かすために必要な器官を総称して「運動器」といいます。互いに連携し、働いているの

で、運動器のどれか一つが悪くなると、他の運動器がその機能を助ける為、そちらに負担がかかります。そ

の結果、痛みや運動障害などが現れてしまうことがあります。意識しない行動のため、機能を補っているこ

とや負担をかけている事に殆ど気づくことがありません。 
 

◆ロコモティブシンドロームとは？ 

厚生労働省の国民生活基礎調査（平成 22 年）によると、関節の病気や転倒・骨折など運動器の障害で、

介護が必要となった方は全体の約 2 割にも及びます。この運動器の障害から介護が必要となったり、寝た

きりになったりする危険性が高いことを「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）」と日本整形外科学会が

名付け、この問題を広く知ってもらおうと提唱されました。ロコモは「骨」「関節と椎間板」「筋肉と神経活動」

のそれぞれの働きの低下から始まります。これらは、加齢だけではなく、運動不足や弱った運動器を補うこ

とによる負担の増加などが原因で起こります。 

症状・徴候としては、痛み、変形、関節の動きの制限、筋力低下、バランス能力低下などがあげられます。

機能の低下が進むと単独あるいは複合して歩行障害になり、やがて歩けない、立ち上がれないという状態

になっていきます。腰や膝に痛みを抱えている方！もしかすると、あなたもロコモの可能性があるかもしれ

ません。 
 

◆やってみよう、ロコモチェック！ 

ロコモ予防の第一歩は自分の身体の状態を知ることから。7つのチェック項目がありますので確認してみ

ましょう。 

【ロコチェツク】 

・家のやや重い仕事（布団の上げ下ろしなど）が困難 

・2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難 

・片脚立ちで靴下がはけない 

・家の中でつまづいたり、滑ったりする 

・15分くらい続けて歩けない 

・階段を上がるのに手すりが必要である（腰だけではなく、膝や股関節に異常がないかもチェック！） 

・横断歩道を青信号で渡りきれない 

一つでも当てはまれば、ロコモである心配があります。さて、みなさんいかがでしたか？ 
 

◆最後に 

 ロコモ対策運動（ロコトレ）には、ストレッチ、間接曲げ伸ばし、ウォーキング等さまざまありますが、何よりも

身体に負担をかけすぎず、継続することが大切です。ご自身に合うもの、無理なく続けられるものを毎日の

生活習慣の中に、取り入れてみてはいかがでしょうか。 

 適度な運動や正しい食生活によりロコモティブシンドロームに陥らないように生活習慣を改善していくこと

が予防につながります 

以上 


