
ご挨拶

広島文化学園大学教授 土肥敏博
耳寄りな話

三月三日は、五節句の一つで桃の花が咲く季節から「桃
の節句」にあたります。また、女の子をお祝いする『ひ
な祭り』でも親しまれています。「節」は季節の変わり
目で歴の中で奇数が重なる日（人日(じんじつ)（正月7
日）・上巳(じょうし)（3月3日）・端午(たんご)（5月5

日）・七夕(しちせき)（7月7日）・重陽(ちょうよう)（9月
9日）は「陰」になるとして、それを避けるため季節の旬

の植物から生命力をもらい邪気を祓う行事が始まったと
されています。現在は「五節句」の制度は廃止されてい
ますが年中行事として親しまれています。令和3年3月3日

は何の日？

「耳の日」
3月3日は「み(3)み(3)」と、「3」が耳の形に似ていること

にちなんで、

日本耳鼻咽喉科学会がこの日を記念日「耳の日」を制定
しています。

「最近物覚えが悪くなった、頭の働きが鈍くなった」と
ため息ついていませんか？実は“耳寄りな話”があります。

脳は年をとっても衰えないばかりではなく、中には年を
とるほど良くなる能力もあるという驚くべき事実が最近

の脳の研究で明らかにされてきています。
ワシントン大学の調査で、認知力を測る6種のテスト中4
種で高齢者の成績は20代よりも良かった、という結果が

出ています。

高齢者は脳の色々な部位を活用している

トロント大学 シェリル・グレディー博士の脳の造影診
断では、高齢者は一つの作業達成に向けて若年層が使わ
ない脳の部位も使っているといいます。例えば、記憶の

あがりんさいだより
広島文化学園大学 令和３年 第10号

月 日（土）10時からカフェ。決まり次第ご連絡させていただきます。

2021年４月

ご挨拶

広島文化学園大学 土肥敏博

“あがりんさい”は、2017年5月に第1回を阿賀集会所で開催して以来5周年を迎え
ます。開催回数も3月で32回を数えました。この間、全てご参加いただいている
方がいらっしゃいますし、遠方への引っ越しなど何らかのご事情により途中から
お見えになられなくなった方もおられますが、延約900名の皆様との出会いがあ

り、皆様方との強い絆で結ばれましたことは皆様の、そして私どものかけがえの
ない財産となっているものと思います。また、ご協力いただきました知見をもと
に「高齢者・認知症カフェ支援プログラム」と「高齢者・認知症サポーター養成
プログラム」も報告できましたことに厚く御礼
申し上げます（広島文化学園大学ホームペー
ジ（2020年）掲載）。
企画・運営を手伝ってくれた多くの学生さ

んは巣立っていきました。スタッフも数名入
れ替わりました。新体制で“きんさいカフェ呉”

を運営していきます。皆様にはこれまで以上
に宜しくお願い申し上げます。
きんさいカフェ呉（認知症カフェ[あがりん
さい]と高齢者カフェ）の新スタッフです

四月といえば
“咲くもよし 散るも美し 桜かな”（中学生詠む）。

桜の花がぱあーと咲いて潔く散って4月です。これまで
鬱積した毎日を送ってきましたが、新入学、新入社と社
会が活動を開始、野山には花々が咲き乱れ、うきうきし
た気分になります。今月は春の陽気に浸りましょう。

田畑には菜の花の匂いが漂い、あぜにはすみれ、たんぽぽやれんげが咲きみだれ、
田のぬくもりにはオタマジャクシが気持ちよさそうに、空にはひばりがかしまし
く－昔はこんな風景があったものですね。
「菜の花畠に入り日薄れ 見わたす山の端
霞ふかし 春風そよふく 空を見れば
夕月かかりて におい淡し」「おぼろ月夜」

“霞ふかし”、情緒があって良いですね。霞は、植物が
大気中に出す水分が微粒子状となり、太陽光を散乱さ
せ空が霞んで見え、植物の春の息吹を現しています。
黄砂現象-今年も酷かった-は歓迎しないで、春の宵に
旬の筍を肴にちょっと一杯やるのも良いですね。

＜季節の移ろいは早いですね＞
呉市 境川沿いの藤棚



ためになること－散歩にでかけましょう

さあ皆さん、散歩に絶好の季節です。散歩に出かけま
しょう！散歩には色々効用があります。

ウオーキングも格好から！
“かっこイイ”“美しい”ことは素晴らしい。ウオーキング

にしてもジョギングにしても格好良いトレパン、ジョギン
グシャツに身ごしらえして気持ちよく、シューズはかかと
のチビた靴は足痛めの元、自分の足に良く合ったクッショ
ンの良いちょっぴり良質を奮発しましょう。これを履くと自然に足が動き出す気分に
なるように。歩く姿も“格好良く”を意識して、颯爽と歩きましょう。

速歩のすすめ
歩き方は、インターバル速歩が良いと言われています。＜速歩き3分＞＜ゆっくり

歩き3分＞の1セットを3回繰り返しで、20分ほど歩きます。3分間は“300歩”を目安に、
脳トレを兼て数えながら歩くと良いでしょう。背筋を伸ばし（前屈みは肩こり・後ろ
そりは腰痛の原因に、がに股・内股はNO）。歩幅はいつもより10センチ広げる積も

りで・かかとから着地・つま先で地面を後ろに蹴って足を回転させる・ひじをひいて
腕は大きく振る－といったことを心がけて。速歩きは、心拍数が少し上がり呼吸がは
ずむくらいに-車でもチンタラ走りばかりだとエンジンが吹かなくなります、たまに高
速を走ると調子よくなりますね、心臓もあれと同じです。ペットボトル持参でのどが
乾く前に給水をお忘れなく。最後にストレッチして筋肉を伸ばしておきましょう。

ストレス発散
この季節、なんと言って

も気持ちが良いですね。花
々が咲き乱れているのを愛
でながら、新緑の中を独り
散歩もよし、お友達と談笑
しながらも良し。

“筋トレ”効果
ウオーキングは、上半身（背中～肩の筋肉）から大臀筋（おしり）、大腿四頭筋、

大腿二頭筋（ハムストリング）から下腿三頭筋（ふくらはぎ）など全身の筋肉を使っ
ています。ウオーキングのついでに公園などで遊具などにつかまってスクワットやか
かと落とし（あがりんさいでもやっています）をやると良いですね。

大腿四頭筋大腿二頭筋
（ﾊﾑｽﾄﾘﾝｸﾞｽ）

腓腹筋

後ろ面か
ら

側面から

大腿
二頭筋

大殿筋

中臀筋



中臀筋体操をする学生さん

皆様は何かにつかまっ
ておやりください

中臀筋を鍛えましょう
あまり意識されていないのが“横支え”の中臀筋の鍛錬です。足を横に振り上げても

どす（お家で横に寝転がって足をあげるのも良いです）。これを5回ほど左右の足交
互に繰り返す。この運動で中
臀筋が鍛えられて横へ倒れる
のを防ぎます。おしりが美し
くなります（美尻効果）。
高齢者は立ち上がりに転倒

が起こりやすくなります。立
ち上がりには、おしりの筋肉
（大殿筋）、体を前に倒す
（腸腰筋）、踏ん張り（大腿四頭筋）、横支え（中臀筋）を
使います。中臀筋は大腿骨につながり、骨盤を安定させるの
に重要です。後・横に倒れ、大腿骨を骨折するととても痛く、
寝たきりの原因になります。

筋肉から若返りのホルモンがでる！
筋肉を鍛えると次のような効果があります。筋肉からホルモンが分泌されるのです。

マイオネクチンとかマイオカインとか呼ばれる600種類ものホルモンが出ると言われ
ています。
これらには心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病の予防、

認知症の予防効果があり、脂質代謝を促進して
メタボ解消、“若返りホルモン”とも言われます。
このホルモンは、古い筋肉から出なくて鍛えた
新しい筋肉から出ます。運動すると、新しい筋
肉をつくるために脳下垂体から「成長ホルモン」
“若返りホルモン”も出ます。
肌のたるみ・小じわが減り肌が若返る⇒年寄

り顔は成長ホルモン不足によると言われます。
散歩は古い筋肉を新しい筋肉につくり替える作
業です。

寝ているときに足がつったら？
歯をくいしばってイテ～ツ！と唸りながら我慢する！➡キツイです！！足親指を手

前に引く➡なかなか上手くいきませんね。そんなことよりとっておきの方法がありま
す。ベッドから両足を床につけ踏ん張るか、思い切って立ち上がる。畳でお休みのか
たも、なにかにつかまって立ち上がる。こうしてふくらはぎをググ～と伸ばすとすぐ
収まります。 ウオーキング効果はまだまだあります。次号もお楽しみに！

骨盤

中臀筋

大腿骨
大腿骨の転
子部への付
着部 寝たきり

大腿骨
頸部骨
折

・肌の若返り
・脂肪分解
・糖尿病予防
・血圧を安定
・動脈硬化予防
・認知症予防
・がん予防

マイオカインは新
しい筋肉から分
泌される

頸部

大腿骨
骨頭

骨盤

骨折



学生新聞 

 ４月  
出会いと別れの季節 

そして４月は新学期です 

◎４月の代表的なお花◎ 

サクラ 

平安時代に国風文化が育つにつれて徐々に桜の人気が高まっていった。

ちなみに花見団子は 1598年 4月 20日に京都の醍醐で行われた花見で豊

臣秀吉が醍醐寺に７００本の桜を植えさせ薬 1300人が招待され日本各

地から名産の食べ物が持ち寄られたのが始まり。 

チューリップ 

日本にチューリップが渡ったのは、江戸末期 1863年にフランスからヒ

ヤシンスとともに伝わり当初は高級品で数も少なく一部の上級階級や外

国人が栽培や鑑賞を楽しんでいた。日本で本格的な生産が始まったのは

大正時代に入ってからである。日本海側の気温が適していることから富

山・新潟で生産が始まった。 

◎学校の始まり◎ 

・江戸時代になると教育が盛んになり藩校や寺小屋など多くの学校が

各地にできていった。それが読み、書き、そろばんを教えた寺小屋で

全国に数万校あったといわれている。そして明治 2年京都市に日本初

となった小学校「上京第二七番組小学校」が開校した。全国的な小学

校の開校は、明治 5年の学生発布から始まった。 

◎ランドセルの始まり◎ 

・ランドセルの発祥とされているのは明治 10年 10月に開校した学習院である。制服は統一されて

いたが通学携帯は、馬車や使用人に荷物を預けたりと様々であった。その状況を学習院が「学用品

は自分の手で持ってくるべき」だとし 8年後の明治 18年に子供たちは、馬車や人力車で通学する

ことや使用人に荷物を預けることを禁止した。その時に採用されたのが背中に添えて両手を当てる

ことができ持ち運びの利便性が良かった軍隊用背のうである。この背のうはオランダ語でランドセ

ルと呼ばれていたことからランドセルという言葉が生まれた。                             

 



童心に帰って 歌ってみましょう！ 

◎チューリップー 昭和 5年 作詞：近藤宮子 作曲：井上武士◎ 

 

さいた さいた 

チューリップの花が 

ならんだ ならんだ 

あか しろ きいろ 

どの花見ても きれいだな 

 

「どの花見ても/きれいだな」という歌詞には「なにごとにもいいところがあるもの。特に弱いも

のには目をくばりたいという自分の思いを込めた」近藤さんは語っている。昭和 5年は、すでに日

本が悲惨な第二次世界大戦への助走を始めていた不安な時代であったが花言葉である「博愛、真摯

な愛、愛の告白、不滅の愛」のように人々の間に愛を運び平和を願う花として育てられてきた。 

 

◎さくら◎ 

さくら さくら 

野山も里も 見わたす限り 

かすみか雲か 朝日ににおう 

さくら さくら 花ざかり 

 

さくら さくら 

やよいの空は 見わたす限り 

かすみか雲か 匂いぞ出ずる 

いざや いざや 見にゆかん 

◎サクラの名所◎ 

１．日中線しだれ桜並木の桜 

  福島県喜多方市 約１０００本の桜と SLのコントラスが魅力 

２．おの桜づつみ回路の桜 

  兵庫県小野市 全兆４キロメートルの桜トンネルに圧巻 

３．身延山久遠寺の桜 

  山梨県南巨摩群身延町 樹齢４００年のしだれ桜が咲く 

 

 





1989年に「みどりの日」へ 

 

1989年に昭和天皇が崩御され平成時代に入ると、天皇誕生日も 12月 23日に変わりました。しかし、昭

和天皇の天皇誕生日はゴールデンウィークを構成する祝日のひとつでもあり、国民の生活に影響が出ること

などが懸念されたため、「みどりの日」と改名され、「自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を

はぐくむ」という趣旨の祝日になりました。「みどりの日」という名称は、昭和天皇が生物学者として自然を深く

愛したことにちなんで付けられた名前だといわれています。 

 

そして 2007年に「昭和の日」になる 

 

やがて 2007年には、「みどりの日」が 5月 4日に移動され、4月 29日は「昭和の日」に改名されました。

昭和の日は、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」という趣旨

の祝日です。昭和時代を知らない世代が増えていく中で、激動の時代を忘れずに平和な未来につなげて

ほしいという願いが込められているのかもしれません。 

  

現在はコロナの影響で生活に大きな変化があり、暗い気持ちになる事もあると思いますが、今を克服して

また笑顔があふれる話が絶えない「あがりんさい」を開催できることを願っています。私たち新三年生も皆さ

んに喜んでもらえるように今ハンドベルの練習をしています。早くお見せできることを楽しみにしています。 

再会の日まで健康に気をつけて過ごしましょう。 

 

引用・参考 
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http://www.daishodai.ac.jp/~shimosan/tulip/tulip1.html 

https://sp.uta-net.com/movie/13981/ 

https://hanami.walkerplus.com/ranking/ 

http://goodtime2001.ciao.jp/best/sakura/sakura.html 

https://greensnap.jp/article/8092 



 広島文化学園大学 呉・阿賀キャンパス 認知症看護を学ぶ 3年生 新聞作成の様子

  

 私たち新３年生は、１．２年生で学習した学びを活かして高齢者のコミュニケ―ションの取り方や、認知症

の予防についての学びを深めています。高齢者の方が住み慣れた町で自分らしく過ごせる環境をつくるに

はどのようにしたらいいのか、みなさんとの関わりの中から考え学んでいきたいです。 

 

3年生 自己紹介スタート!! 

赤坂 さくら 

広島文化学園大学 3年の赤坂さくらです。趣味は音楽を聴いたり、散歩したり、カラオケをする事です。

好きな食べ物は韓国料理です。これからニュースレター等を通じて交流を深めていけたらいいなと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

上岡 沙綾 

私は、認知症看護強化コースを選択しています。今までの学びを活かし、高齢者の特徴などをしっかりと

理解しコミュニケーションの取り方であったり予防について考え学びを深めこれからの学習に活かせられるよ

うに頑張っていきたいです！高齢者の方とあがりんさいなどを通じて交流し笑顔で楽しくお話しながらいい

関係が築いていきたいです！ 

 

岡本 弥涼 

認知症看護強化コースを選択しています。高齢者の方の暮らし、思いを理解しそこから必要な看護につ

いて考えることができるようになりたいです。また、交流を通してコミュニケーション能力高めていきたいと思い

ます。これからしっかりと学習して学びを深めていきたいと思います。 

 

澤岡 涼香 

いろんな経験や知識を身につけてこれから自分の成長に活かしていきたいです。よろしくお願いします 

 



中井 風茄 

認知症看護強化コースを選択しています!自分は座学で認知症の予防、認知症と社会の関わりをしっかり

学ぶ。また、様々な交流から高齢者さんの気持ちや思い、コミュニケーションの方法を学びたいと思いこのコ

ースにしました。「山口百恵さん」や「中森明菜さん」、「安全地帯」、「アン・ルイスさん」が好きです。人とお話

しすることも好きです!でも、少し恥ずかしがり屋なのでうまくコミュニケーションできないと思いますが頑張っ

ていこうと思います。これからよろしくお願いします!! 

 

船津 伶華 

初めまして！広島文化学園大学３年の舩津です。1日でも早く皆さんとお会いできる日を楽しみにしてい

ます。体調に気をつけて元気にお過ごし下さい。 

 

安本 愛花 

新しく認知症看護強化コースに入った、広島文化学園大学 3年生の安本愛花です。これからたくさんあ

がりんさいカフェなどに参加して、高齢者さんと交流して楽しい時間を過ごしたいと思っています。よろしくお

願いします。 

 

高知春佳 

はじめまして！3年生の高知春佳です。私はこれまで学んできた高齢者の特徴を理解した上で、高齢者の

方を取り巻く環境や倫理的問題を探究し、認知症高齢者ケアをしっかりと学び支えるケアを身につけられる

よう頑張ります！よろしくお願いします。 

                                

 認知症予防トレーニング 

今回は、絵合わせを準備しました。 

用紙をコピーして貼り合わせました。ちょっとゆがんだのもありますが、お許しください。 

ご自宅で準備するもの 

 はさみ、色鉛筆 

１． 封筒の中の花柄またはキャラクター柄の紙を取り出し、塗り絵をする。 

２． 赤いマジックのところを赤線にそって 2本切る。 

準備完了です。 

楽しみながら「絵合わせ」に取り組んでください。 

たくさん絵があります。同じ柄を縦二つ・横二つの四つ合わせてみてください。これで、一パターンです。 

何パターン、合いましたか？ 

はじめは、私たちも苦戦しました。 

お友達やご家族にもやってもらいましょう。 

今回の「あがりんさいだより」は、３年生が作成しました。いかがでしたか？皆様からのおたよりと、「あがりん

さいカルタ」の投稿もお待ちしています。 

５月は、４年生がニュースレター「あがりんさいだより」を作成します。楽しみにしてください。 



頭の体操 その7の解答
あれかな？これかな？と考えることが脳に効きます！

1.下の左右の絵をしっかり見てください。違っているところが5か所
あります。さあ、どこでしょうか？

2.次は漢字の書き取りです。では、どうぞ！
やさ ぶんしょう

1）（ 易 ）しい漢字を使った（ 文章 ）。

けいひ せつやく

2）電源を切って（ 経費 ）を （ 節約 ）する。

こうか ずつう

3）薬の（ 効果 ）で（ 頭痛 ）が治る。

出典先 ハートページナビ【間違い探し】 https://www.heartpage.jp/contents/magazine/08-00192
中国新聞 土曜朝刊 漢字書き取りトレーニング

広島文化学園大学看護学部 浅香真由巳

右の男の子の帽子の大きさ
お父さんの前のグラスの種類

お母さんの髪の分け方（右分け、左分け）
左の風船の配置と数

テーブル中央の小皿の枚数



令和３年度 あがりんさい

・
あいさつ
血圧測定(自動血圧計)・調査

健康づくり・認知症予防他講話

認知症予防・介護予防イベント

・嚥下体操・筋力アップ体操

・お茶の時間

・参加者語らい

おわりのことば

・各種健康調査（1回/年）

対人援助センター呉・阿賀キャンパス
来てくれサロン 認知症カフェあがりんさい

責任者 土肥敏博
運営者 今坂鈴江 進藤美樹 岡田京子

高橋登志枝 加藤重子
新メンバー 棟久恭子 棚﨑由紀子

看護学部 学部長 山内京子

メンバー紹介

カフェ行事 基本プログラム

発行所：呉市阿賀南2-10-3
広島文化学園大学看護学部
代表電話：0823-74-6000

４月 ニュースレター発行
脳トレ手作業配布

５月 電話インタビュー等
６月 時代調べ発表等(６月以降）
７月 七夕まつり
８月 熱中症予防、うちわづくり
９月 災害の備え
10月 認知症予防
11月 健康調査
12月 クリスマス会
１月 新年会
２月 節分祭
３月 ひなまつり
随時 認知症サポーター養成講座


