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いきいき元気に

活動中！
ダイハツ皐月会　北村二郎

　１０月１６日 （火） 退職者の健康維持 ・ 増進と近畿２府４県の仲間との交流を深めることを目的に、 退職者

連合近畿ブロック協議会主催の 「秋のハイキング」 が奈良県奈良市の奈良公園で開催され、 近畿２府４県

から１ ,３０６名 （８０歳以上が２１０名） が集まりました。 滋賀退職者連合からも、 加盟組織より６３名 （８０歳

以上５名） が参加しました。

退職者連合近畿ブロック協議会主催

「あをによし 奈良の国宝をめぐるハイキング」 ～

「安倍政権の高支持率に疑問？」
滋賀県退職教職員協議会会長　清水崇夫

　安倍政権は反省の色を見せず、 将来に大きな禍根を

残す政策を進めています。

　安倍総理は、 トランプ大統領に振り回されてアメリカを

訪問するたびに、 高額な軍用機を購入する約束をした

り、 秋田市と萩市にイ－ジス ・ アショアを配置するのに４

６００億円かけたりして、 我々の税金を好き放題に使って

います。

　ある新聞社の世論調査で安倍内閣支持率は１０月８日

現在、 ３７％となり、 不支持率の４０％を下回りました。モ

リカケ「納得せず」は７１％、 「麻生副総理の留任に評価

しない」 が６１％であり、 普天間飛行場を辺野古に移設

することに「反対」は４５％と「賛成」の３０％を上回り、 国

民はしっかりと受け止めています。その他に、 ９月２日の

調査では中央省庁や地方自治体が雇用している障が

い者の人数を水増ししていることの説明に 「納得できな

い」 は７９％という結果が出ています。国民も安倍政権の

強引なやり方に NO を示しています。

　しかし、今日まで反対運動を進めてきた勢力も諦めム

－ドが出てきています。今一番心配なのがこの諦めム－

ドです。

　辺野古新基地建設反対運動で、 その時の指導者はマ

イクを持ちゲ－ト前で警察と機動隊とアルソック隊に向

かって埋め立てのために土砂を運ぶダンプカーの搬入

を阻止していました。締めくくりの言葉に「我々は戦後７３

年闘い続けている。我々の合言葉は、 しなやかに　強か

に　粘り強く　決して諦めない」 という言葉でした。９月２０

日、 自民党総裁選で安倍晋三が総裁に三選されまし

た。その時の第一声が憲法を改正することでした。今後

三年間も今まで以上に国民無視の一強独裁政治が続く

ことが予想されます。しかし、 ９月３０日の沖縄知事選で

は、 玉城デニ－氏が圧勝し安倍政権に大きな打撃を与

えました。良識ある国民は安倍政権の強引なやり方に負

けず「しなやかに　強かに　粘り強く　決して諦めない」気

持ちを持ち続けたいものです。

　竹灯篭を始めたきっかけは、 定年退職後に趣味の水

彩画や能面 ・ 仏像等の木彫りを習っている時、 ある展

示会において 「竹灯篭」 が出品されていたのを観て深く

感動を受けました。

　それ以降、 教室に通い、 指導を仰ぎ、 すでに４年を数

えています。この間、 作った作品の数は、 仏像や美人

画 ・ 景色 ・ 縁起物 ・ 動植物など、様々な図柄に挑戦し、

約２００個を数えます。

　作品に用いる竹は「肉厚のある孟宗竹」ですが、 この素材

を調達することが、まず必要になります。

最近は竹林の整備も、 なかなか施されずに荒れ放題の

箇所も見受けられ、 自治体をはじめとして苦慮されてい

るのが実情であります。

　そこで、 教室の仲間たちと冬場に竹林の整備 ・ 伐採

のボランティアに出かけて、 伐採した竹を譲り受けそれ

を活用させてもらっています。

　実際に作る段階までには、さまざまな準備が必要です

が、 竹をナタやカンナ等で肉厚４～６ミリまで皮を剥ぎ

ペーパー等で表面を磨きます。

　図柄を写し取りドリルで小さな穴を空け糸ノコやカッ

ターナイフ等を用いて図柄に沿って、 切り抜いていく細

かい手作業ですが、 慎重に根気よく考えながらの作業に

より、脳の活性化や認知症予防にも効果がありそうです。

仕上げは、 ヤスリやペーパーでバリを除去しカビ防止に

塗装を施して完成です。完成時の達成感も格別でありま

す。完成した作品の中に灯りを点けると、 図柄にもよりま

すが何とも言えない雰囲気を醸し出し、心が癒されます。

　見る人に感動を与えられる作品を目指し、役所や銀行、

観光施設、駅の多目的広場などにも出展して、より多くの

人に観ていただける様に活動をしています。

　最近では、 ダイハツ皐月会滋賀支部内に同好会をつ

くっていただき、 毎月社員クラブで仲間と一緒に楽しく

活動を行っています。同好会では、 地元竜王公民館の

竹林整備 ・ 伐採のボランティア活動にも積極的に参加

する計画をしているところです。

　社員クラブや会社のエントランスなどにも作品を展示

しています。
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　連合滋賀退職者連合第１１回グラウンドゴルフ大会を連合滋賀、 労福協、 近畿労働金庫、 全労済、 住宅生協の

後援により、 ９月２７日 （木） に竜王町総合運動公園 ・ ドラゴンハットにて開催しました。

　今年は９組織７８名 （男性６６名、 女性１２名） が参加、 結果は、 男性の部優勝はダイハツ皐月会の森川保さん、

女性の部優勝はダイハツ皐月会の立津春子さんというダイハツ皐月会が優勝を総なめする結果となりました。

２０１８滋賀県退職者集会を開催！
自分の元気は自分でつくる！脳と身体の健康づくり

　滋賀退職者連合は１１月２１日 （水） に草津商工会議

所にて、 加盟する各組織から８５名の参加のもと 「２０１

８滋賀県退職者集会」 を開催いたしました。

　今年は、 「健康」 について考えるため、 スポーツクラ

ブ事業や自治体の地域支援事業などに取り組んでおら

れる株式会社ルネサンスの介護予防アドバイザーであ

る佐藤ひさき氏に 「自分の元気は自分でつくる！脳と

身体の健康づくり」 と題し、 会場での実践も含めたご

講演をいただきました。

　年齢を重ねることで起こる身体の変化を総合的にとら

え、 脳の機能活性化 ・ 身体機能の維持向上を日々の

生活の中で取り入れるため、 現状の健康チェックを交

えながら、 家でも簡単に行えるトレーニング方法を教え

ていただき、 参加者の皆さまも、 その場で一緒になっ

て身体を動かしながら楽しく健康な体を保つことについ

て学習することができました。

佐藤　ひさき
さとう

株式会社ルネサンス
介護予防運動指導員

滋賀退職者連合第１１回グラウンドゴルフ大会を開催 !!

滋賀退職者連合第１１回グラウンドゴルフ大会結果

運動セルフチェック
１年以上継続して行っている運動習慣はない　　

エレベーター、 エスカレーターをよく使う

歩くよりも、 なるべく乗り物を利用する

電車、 バスに乗るときは、 なるべく座る

一日で歩く時間の合計は１時間以下である

歩く速度は遅いほうだ

人に頼める用事はなるべく頼む

仕事は座っていることが多い

身のまわりのことについて、 あまりまめではない

休日は家でゴロゴロしていることが多い

はい　　いいえ

はい　　いいえ

はい　　いいえ

はい　　いいえ

はい　　いいえ

はい　　いいえ

はい　　いいえ

はい　　いいえ

はい　　いいえ

はい　　いいえ

「はい」 の数が多いほど運動不足度が高い

「はい」 ０～２　…　よく身体を動かせている

　　　　　３～６　…　運動量がやや不足気味

　　　　　７～　　…　運動不足

判　定

効果を出すための運動の原則

全面性
　全身まんべんなくおこなう。
　例 ： ウォーキングだけでなく別の種類の運動も

　　　　組み合わせる。

意識性
　筋肉の伸縮を意識する。
　例 ： ウォーキング中に伸縮している筋肉を意識する。

反復性
　一度だけでなく定期的に繰り返す。
　例 ： 無理のない範囲で定期的に行う。

個別性
　個人の年齢 / 体力などに応じて強度を変える。
　例 ： 性別 ・ 体力により効果的な距離や時間は変化する。

　　　　いきなり無理な運動はしない。

漸進性
　少しずつ強度を上げる （変化をつける）
　例 ： 距離を延ばす、 速さに変化をつけるなど

　　　　強度をあげていく。 ウォーキングのルートを

　　　　逆まわりにするなど。

効果的なウォーキングの場合例

あなたは大丈夫？


