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家の中でできる健康体操
冬の運動不足を解消しよう

●冬になりやすい便秘の原因と対策
●やさしいお料理レシピ
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092-731-8100
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午前 10 時～午後 6 時
●「唐人町」駅から徒歩約7分
●「大濠公園」駅から徒歩約10分
●「黒門」バス停から徒歩約5分
●「福大若葉高校前」バス停からすぐ
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寒い冬の季節は外出を控えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
今回は、特に運動不足が気になっているけれど身体を動かす機会が少ないと思って

いる方や、ご家庭でできる簡単な運動を知りたい方が参考にしていただけるような特集
内容です。ぜひ、冬の日常生活の中に取り入れてみてください。
また、便秘でお悩みの方は、運動と便秘対策を取り入れて快腸生活を目指しましょう！

編 集
後 記

働く人の介護サポートセンター
仕事と介護の両立を応援する相談窓口

★どんなところ？
　働く人が介護に直面しても、介護と両立して
仕事を続けられるように、情報提供やアドバイ
スを行う相談窓口です。

★どんなことを相談できるの？

≪開設日≫　
　月・水・金曜日：１２時～２０時 　 日曜日：１０時～１８時
※祝日・振替休日、年末年始は休み（祝日が日曜の場合は開設）

≪場所≫　　福岡市役所本庁地下１階　（福岡市中央区天神１－８－１）
≪お問い合せ・予約先≫　　☎　０９２－９８２－５４０７

　「仕事と介護の両立」に関する悩みや、介護
保険制度・介護保険外のサービスの効果的な
利用方法、介護休業制度について、ケアマネ
ジャーの資格を持つ相談員がアドバイスを行い
ながら、サポートします。
　「今は介護の必要はないけれど、将来を考え
ると不安」という場合でも、どうぞお気軽にご
相談ください！！

仕事帰りや日曜も
利用できます。

お電話でもお気軽に
ご相談ください！

福岡市



家の中でできる健康体操
寒さが増すこの季節は外出する機会が減ったり、体を動かすことが億劫で運動不足になりや

すいものです。体を動かすことは、体力や筋力の維持・向上や、腰や膝の痛みの軽減、冷え性の
改善、抵抗力の向上（風邪予防）、気分転換やストレス解消など心身の健康に効果的です。
今回は、無理なく続けやすいように、家の中でできる体操をご紹介します。

1 2

体操をするときは次のことに気をつけて行いましょう。
★ 痛みのない、気持ちの良い範囲で動かしましょう。
★ ゆっくりと呼吸をしながら行いましょう。
★ できるだけ毎日行いましょう。
★ 体調の悪い日は無理をせず、体操をお休みしましょう。

～冬の運動不足を解消しよう～

※回数や秒数は目安です。無理のない範囲で行いましょう。

伸び（３回） 目的：体をほぐし、動かす準備をする

さらに気持ち良く
もうひと伸びし、
ストンと一気に力
を抜きます。

ゆっくりと元に戻してから、
反対の足も同様に行います。

手は体の横に
置いて、両足
を上げます。

足を伸ばして座
り、両手は膝の
上に置きます。

両肩を後ろへぐるり
と回し（A）、肩甲骨
を寄せます（B）。
しっかり力を入れて
３つかぞえたら、力
を抜いてリラックス
します。

両手を後ろへ回して組
み、斜め下へひっぱりま
す（C）。
そのまま腕を少し持ち
上げて（D）３つかぞえ
たら、ゆっくり手をほど
き肩をゆらしてリラッ
クスします。

手を使わずに、
お 尻 や 腰 をう
ま く動 か し て
10歩進みます。

ひと休みしたら、
同じようにして後
ろへ10歩さがり
ます。

左右の膝を交
互に曲げて、か
かとでお尻を
トントンたた
きます。（10回）

両手足を上げて、
力を抜いてブル
ブルと振ります。

（30秒程度）

膝を胸に近づけるとき
は、痛みがなくできると
ころまでにしましょう。

顔はまっすぐ前に向けて、あごが
上がらないようにしましょう。

ゆっくりと仰向けに寝転がって、伸びをします。

両手で片足を抱えます。膝を胸につけるような
気持ちで引きつけて10かぞえて保持します 。

手足振り 目的：足先や手先にたまった老廃物を流す

お尻歩き（３回） 目的：股関節の動きを良くする  

肩甲骨のばし（各５回） 目的：肩周りをほぐし、良い姿勢を維持する

膝かかえ（３回） 目的：腰周りをほぐす
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ポイントポイント
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電動車椅子を知ろう
最近、電動車椅子で外出される方を見かける機会が増えたと思いませんか？
病気やケガなどで長い距離を歩けなくなっても、電動車椅子を上手に利用することで行動範囲が広がり、
自分らしく生活するための手助けになります。
今回は電動車椅子についての情報を紹介します。

搭載したバッテリーの電気によってモーターが駆動して走行する車椅子です。
速度は、最高で時速6㎞までで、道路交通法上は「歩行者」として扱われます。そのため、運転免許は不要です。
一度の充電でおおよそ5時間、約20～30㎞の走行が可能です。
介護保険貸与（レンタル）対象品になっています。

介護保険制度を利用して貸与（レンタル）する場合には、
様 な々条件があります。条件の詳細や商品情報などについて
は、当センターをはじめ、担当のケアマネジャー、地域包括支
援センター（福岡市での愛称「いきいきセンターふくおか」）
などにご相談ください。

電動車椅子ってどんなもの？

主なものの中から「標準形」「簡易形」「ハンドル形」をご紹介します。

標準的な
タイプです。

電動車椅子はどんな種類があるの？

標準形

一般的な手
動車椅子に
電動装置を
後付けした
簡易タイプ
です。

タイヤが比較的大きく、
安定性があります。
小回りもききます。

家の中では自分でこぎますが、
近くに住む友人の家に行く時は
電動に切り替えて運転ができて
便利です。

一般的な手動車椅子（幅63cm×長さ105cm以下）と比べると
サイズが大きいものもあるので、屋内で使用する場合は廊下幅
やドア幅などの確認が必要です。
重量があり、人の手では持ち上げられないため、使う環境によっ
てはスロープや段差解消機の準備が必要です。
急な坂道（10°以上※）では後方に転倒しやすいため使用でき
ません。

前輪が小さく、機種によっては1cmの段差を越すことも難しい場
合があります。坂道（6°以上※）では、後方に転倒しやすいため
使用できません。

交通ルールや操作方法の十分な理解が難しい場合は使用で
きません。

重量が25～30kg程
度で、折りたたみがで
きます。
また、電動と手動を切
り替えて使うこともで
きます。

操作レバーを倒して、前後左右
の自由な方向へ進んだり、方向
転換をします。

レバー型のアクセルを押すと発進
し、離すとブレーキがかかります。
ハンドルをきって方向転換します。

レバー型の
アクセル

前進・後進
の切り替え
スイッチ

安定性が高く、買い
物や通院などの屋外
用の乗り物として便
利です。

簡易形

外見がスクー
ターに似たタ
イプです。

種　　　類 操　作　方　法 特　　徴 注意ポイント 利用者の声

ひょうじゅんがた かん い がた がた

※製品によって登坂角度は違うのでご確認ください。

操作レバー（一例）

ハンドル部分（一例）ハンドル形

車椅子を手でこぐ
ことは難しいけれ
ど、これで自分で
行きたいところへ
行けます！

運転操作が簡単ですね。
運転免許証を自主返納し
た私の足代わりとして重
宝しています！

3 4
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寒い季節になると、ついつい出不精になり、
運動不足から便秘になってしまう事もありますね。
今回は、お腹にやさしくて体が温まる具沢山の
汁物をご紹介します。

鶏肉は一口大に切る。
大根、人参、さつまいもは乱切りにする。

（さつまいものみ水にさらす）
ごぼうは皮をこそげ取り、斜め薄切りにして
水にさらす。
長ねぎは小口切りにする。
こんにゃくは小さくちぎり、茹でる。
サラダ油で鶏肉と野菜を炒め、だしと味噌の
半量を加え、アクをすくいながら煮る。
野菜が柔らかくなったら、残りの味噌を加え、
長ねぎを散らす。

１．
２．
　
３．

４．
５．
６．

７．

さつま汁 栄養士：岩津 慶子 氏

鶏肉……………………… 200g
大根……………………… 150g
人参………………………… 50g
ごぼう……………………… 50g
さつまいも ……………… 150g
こんにゃく ……………… 1/2枚
長ねぎ……………………… 2本
だし………………………7カップ
味噌………………… 大さじ5～6
サラダ油 …………………大さじ2

　気温の低下とともに体が冷えた結果、血行が悪くなり腸の動きも低下します。入浴で体を温める、
腹巻きやカイロを使って腹部や腰部を温め血行を促すことで腸の働きが活発になります。
また、温かい食事や飲み物をとるのも良いです。ただし、タンニンを含む緑茶のとり過ぎは便秘
しやすくなります。一息つくときには、食物繊維を含むココアや甘酒、
血流を良くする生姜湯で温まってみては。

鶏肉を豚肉に
さつまいもを里芋に

アレンジしても
美味しいよ！お料理

やさしいレシピ （4人分） 作り方材 料
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腸内発酵の刺激で
腸の動きを促す
食物繊維が腸粘膜を刺激し
腸の動きを促す
脂肪酸が腸粘膜を刺激し
腸の動きを促す

唐辛子、納豆、梅干し、ハチミツ、酢、
大根おろしの辛味成分、牛乳、ヨーグルト など
寒天、コンニャク、きのこ、海藻、ごぼう、
にんじん、バナナ など
バター、マヨネーズ、揚げ物、植物油、うなぎ、
生クリーム など

香辛料、酸味
乳製品など
野菜類、穀物
豆・海藻類など

●体を温める
　暑い時期と違い、のどの渇きを感じにくくなるため、水分をとる量が少なく
なりがちです。また、トイレが近くなることを理由に水分を控える方もいます。
しかし、冬は空気が乾燥しているため、気づかないうちに体の水分は奪われて
います。意識して水分をとるようにしましょう。目安は１日に1,500～2,000mlです。
体を冷やす冷たい水ではなく、常温の水か湯を少しずつ飲むと良いでしょう。

●水分をとる

　寒いと、ついつい家の中で過ごす時間が長くなりがちです。そのため、運動量が減り腸の
動きも鈍くなります。運動で血流が促され、また腸に刺激が加わることで腸がスムーズに動く
ようになります。室内での軽い運動でも良いので体を動かすようにしましょう。（前のページを参考に
してください。）ここでは、便意を促すツボをご紹介します。

●運動する
　クリスマス、忘年会、新年会など何かと外食が増えるこの時期は、
偏った食事になりがちです。食事内容を見直すことは便秘解消の基本です。
毎日の食生活を見直し、次のような食品を加えてみてはいかがでしょうか。

●食事を見直す

冬になりやすい“便秘”の原因と対策

引用・参考文献
巻田ふき/矢部弘子編、老年者の生活と看護、中央法規、2001
水戸美津子編集、新看護観察のキーポイントシリーズ　高齢者、中央法規、2011
日経ヘルスNo.130、日経BP出版センター、2009
明日の友第207号、婦人の友社、2014

＜関元（かんげん）＞
へそから四横指下

＜合谷（ごうこく）＞
親指と人差し指の付け根の
骨が交わる内側

＜天枢（てんすう）＞
へそから三横指外側

冬に便秘で悩んだ経験はありませんか？冷えやすい冬は便秘になりやすく、市販の便秘薬の売り上げは12月に
最も伸びるというデータもあります。なぜ、冬は便秘になりやすいのか、その理由と便秘予防対策についてご紹介します。

ヨーグルト
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福岡市介護実習普及センター

092-731-8100
092-731-5361

午前 10 時～午後 6 時
●「唐人町」駅から徒歩約7分
●「大濠公園」駅から徒歩約10分
●「黒門」バス停から徒歩約5分
●「福大若葉高校前」バス停からすぐ

毎月第3火曜日・12月28日～1月3日
http://www.fukuwel.or.jp/practice/

TEL
FAX
HP

休館日
開館時間

交通の
ご案内

〒810-0062 福岡市中央区荒戸三丁目3-39
福岡市市民福祉プラザ（愛称：ふくふくプラザ）3階
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寒い冬の季節は外出を控えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
今回は、特に運動不足が気になっているけれど身体を動かす機会が少ないと思って

いる方や、ご家庭でできる簡単な運動を知りたい方が参考にしていただけるような特集
内容です。ぜひ、冬の日常生活の中に取り入れてみてください。
また、便秘でお悩みの方は、運動と便秘対策を取り入れて快腸生活を目指しましょう！

編 集
後 記

働く人の介護サポートセンター
仕事と介護の両立を応援する相談窓口

★どんなところ？
　働く人が介護に直面しても、介護と両立して
仕事を続けられるように、情報提供やアドバイ
スを行う相談窓口です。

★どんなことを相談できるの？

≪開設日≫　
　月・水・金曜日：１２時～２０時 　 日曜日：１０時～１８時
※祝日・振替休日、年末年始は休み（祝日が日曜の場合は開設）

≪場所≫　　福岡市役所本庁地下１階　（福岡市中央区天神１－８－１）
≪お問い合せ・予約先≫　　☎　０９２－９８２－５４０７

　「仕事と介護の両立」に関する悩みや、介護
保険制度・介護保険外のサービスの効果的な
利用方法、介護休業制度について、ケアマネ
ジャーの資格を持つ相談員がアドバイスを行い
ながら、サポートします。
　「今は介護の必要はないけれど、将来を考え
ると不安」という場合でも、どうぞお気軽にご
相談ください！！

仕事帰りや日曜も
利用できます。

お電話でもお気軽に
ご相談ください！

福岡市


