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宝登山神社（ほどさんじんじゃ）は、埼玉県秩父郡長瀞
町の宝登山山麓にある神社で、秩父神社・三峯神社とと
もに秩父三社の一社。宝登山山頂には奥宮が鎮座す
る。創立は、西暦110年、第12代景行天皇の御代と伝
えられています。現在の御社殿は、江戸時代末から明
治初頭に造り替えられた本殿、幣殿、拝殿より成る権現
造り（ごんげんづくり）で、欄間には、「二十四孝」を始
め多くの彫刻が施されています。

公益社団法人埼玉県柔道整復師会　事務局
048-651-1211　　　　　048-651-2840

連絡先

電　話 FAX

県 民 の 相 談 日

体の痛み（首、肩、腰、膝、手・足等）でお悩みの方は、ぜひ専門家（柔道整復師）に
ご相談下さい。随時受付けております。
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（1）2017年7月号 2017年7月号（2）　のけんこう 　のけんこう

簡単な高齢者の　こつこつ体操
簡単な体操から始めよう

運動の習慣をつけておくと、運動不足解消に役立ちます。普段身体を動かしていない方でも
始められるような運動をご紹介します。
簡単そうに見えますが、続けていくと効果が出てきます。けがのないようお試しください。

・椅子に軽く手をついて、両足をそろえて立つ。
・つま先を軸に、かかとをゆっくり上げた後、下ろす動作
をくり返す。
※かかとを上げるとき、下ろすときは勢いをつけずにゆっ
くり静かに行います。

・椅子に腰かけ、両足をそろえる。
  ①かかとを軸につま先を上げた後下ろす。
  ②つま先を軸にかかとを上げた後下ろす。

つま先・かかとの上げ下げ

・背中を背もたれに付けない程度で腰かける。
・片足を軽く上げてから、胸の方へ引き寄せた後、ゆるめ
る動作を三回ほどくり返し、足を下ろす。

・この動作を両方の足で何度かくり返す。
※足を胸に引き寄せるときに、足に力をいれないようにす
るのがポイントです。

片ひざ上げ　胸よせ

・椅子には浅く腰かけ両足をそろえる。
・片足を上げ、足首は手前に曲げる。足首を曲げながら、
かかとを押し出すようにしてゆっくりひざをのばす。

・曲げていた足首を伸ばし、曲げ、伸ばしをくり返したあ
と、ひざを曲げて足を下ろす。

・この動作を両方の足で何度かくり返す。

片足あげ　ひざのばし

・壁に少し離れて手をつき、腕をゆっくり伸ばしたり曲げ
たりします。

（※壁から離れるほど動作がきつくなります）

壁を使った腕立てふせ

かかと上げ下げ

① ②
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座ってできる おしり歩き
手足を伸ばして座り、そのままの姿勢でおしりを使って歩く運動です。
おしり歩きは転ぶことがないので、高齢者の方にオススメ！
また若い方でもウエスト・背中・お尻に効くのでシェイプアップに最適ですよ。

両ひざを伸ばした状態で座
ります。背中はまっすぐ
伸ばして、両手はひじを曲
げずに肩の高さまで上げて
まっすぐ伸ばします。手の
ひらは下に向けます。

足首は直角に曲げた状態で、
左右の坐骨を使っておしり
で歩きます。
左手と左足を同時に出して
前へ進みます。

次に、右手と右足を同時に
出して前へ進みます。

左右交互にこの動作を繰り返して進みます。足首は直角に、ひじやひざをまっすぐ伸ばしたまま、
アキレス腱を床から離さないように注意します。何歩かすすんだら、次は後退。これを繰り返します。
※右手なら右足、左手なら左足と歩くときと違って同じ手足を一緒に動かすことがポイントです。
運動をする際は、少ない回数から始めてだんだん回数を増やすようにします。無理のない範
囲から始めましょう。
日頃運動不足を感じている方は、やる気になると無理をしてしまいがちです。痛みが出たり
した場合は運動を中止してください。もともと身体に痛みがある方は、運動をする前に、必
ずかかりつけの柔道整復師にご相談ください！

・椅子に軽く手をついて、両足をそろえて立つ。
・片足をのばしたまま横方向に軽く上げ、
３〜５秒間保持した後、ゆっくり下ろす。

・この動作を両方の足で何度かくり返す。

片足横上げ

①両ひざを
伸ばして座る

・横を向いて、椅子に軽く片方の手をつい
て立つ。

・片方をひざを曲げながら、ゆっくりと上
げ下げする。

・足を上げるとき、下ろすときは勢いをつ
けずにゆっくり静かに行います。

もも上げ

②左手と左足を
前に出して前進

③右手と右足を前に
出して前進
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第40 回公益社団法人埼玉県柔道整復師会
柔道大会試合結果

　埼玉県柔道整復師会では、柔道を通じて青少年の健全育成に努めると共に、地域柔道の発展に寄与する目的で、
平成２9年 6月4日（日）に、深谷市総合体育館にて第40回公益社団法人埼玉県柔道整復師会柔道大会を開
催しました。選手、役員、会員さらに早朝より応援に来た父母ら約750名で、熱気に溢れた大会となりました。

◆小学１年生の部

優勝　高橋　希海（川口市柔道連盟クラブ）
２位　伊藤　　樹（川口市柔道連盟クラブ）
３位　古賀　流星（育徳館柔道クラブ）
３位　木村　　駿（会田道場）

◆小学３年生の部

優勝　鈴木　颯太（川口市柔道連盟クラブ）
２位　小林　　航（川口市柔道連盟クラブ）
３位　吉本　大輝（郷道場）
３位　中野　友愛（郷道場）

◆小学２年生の部

優勝　小林　　陸（川口市柔道連盟クラブ）
２位　福島　健心（深谷柔道SEIWA会）
３位　加藤　大地（岩槻柔道双葉会）
３位　今井　大貴（岩槻柔道双葉会）
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◆小学４年生の部

優勝　渡邊　蒼織（志道館寺沢道場）
２位　坂口　　隼（志道館寺沢道場）
３位　田中　琉雅（川越柔道クラブ）
３位　井田　実来（深谷柔道SEIWA会）

◆小学６年生の部

優勝　高橋　　翔（上尾警察署ひまわり柔道教室）
２位　増田　光裕（川口市柔道連盟クラブ）
３位　大野　翔生（北本市柔道会）
３位　漆山　昂靖（川越柔道クラブ）

◆小学５年生の部

優勝　大平　哲見（川口市柔道連盟クラブ）
２位　熊木　尋啓（川口市柔道連盟クラブ）
３位　大木　香凜（育徳館柔道クラブ）
３位　船橋　史人（鶴武舘町田道場）
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◆中学１年生（男子の部）

優勝　末永　新大（光武館笹田道場）
２位　吉田　拓海（本庄市少年柔道クラブ養心館）
３位　大平　智彬（川口市柔道連盟クラブ）
３位　榎本　竜吾（深谷柔道SEIWA会）

◆中学３年生（男子の部）

優勝　小林　　隼（深谷柔道SEIWA会）
２位　吉田　太陽（寄居男衾道場）
３位　舟橋　崇太（三郷少年柔道クラブ）
３位　千葉　弘暁（会田道場）

◆中学２年生（男子の部）

優勝　小川　大樹（徳明館村田道場）
２位　八巻　真也（鶴武舘町田道場）
３位　和久井源太（志道館寺沢道場）
３位　笹目　凌正（鶴武舘町田道場）
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◆中学１年生（女子の部）

優勝　三浦　心暖（郷道場）
２位　佐藤　颯姫（三郷少年柔道クラブ）
３位　宮内　天莉（会田道場）
３位　小林　遥珂（吹上少年柔道会）

◆形競技の部

優勝　取　時田　悠吾（士道館荻野道場）
　　　受　榎原　暖太（士道館荻野道場）
２位　取　永井　　伶（鶴武舘町田道場）
　　　受　石川　辰蔵（鶴武舘町田道場）
３位　取　矢部　　佑（士道館荻野道場）
　　　受　佐藤　夢華（士道館荻野道場）

◆中学２･３年生（女子の部）

優勝　松本　麗華（武徳館早川道場）
２位　井田　朋伽（深谷柔道SEIWA会）
３位　長谷川実咲（寄居男衾道場）
３位　照井言乃葉（志道館寺沢道場）
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ご相談下さい。随時受付けております。

便秘改善のための食生活

　日本人の便秘はここ 30 年の間に急激に増えました。
　その原因の一つが食生活です。昔の日本人は野菜や海草、お米から食物繊維をたくさん
取り植物性たんぱく質が中心の食事を摂っていましたが現在は、食物繊維が不足したこと
により便秘の人口が増えていきました。
　それでは、便秘を解消する食生活とはどのようなものでしょうか？

☆和食中心のメニューを積極的に取り入れる。

「野菜とこんにゃくの炒めもの」「わかめのみそ汁」「きんぴらごぼう」「切り干し大根」
などは、便秘解消効果のある食物繊維と発酵食品が多量に含まれています。納豆やみそ
などの発酵食品は腸内環境を整えてくれる乳酸菌がたくさん含まれます。

☆果物類を摂る

キウイフルーツ、リンゴ、バナナには食物繊維が多く含まれています。リンゴにはオリ
ゴ糖が、バナナにはレジスタントスターチというでんぷん質とフラクトオリゴ糖がたく
さん含まれています。リンゴを食べる際には食物繊維が多く含まれるので皮ごと食べる
のがおすすめです。

☆水分を摂る

便をやわらかくするためには一日に１～２リットル程度の水分を摂るようにしましょう。
一度にたくさん飲むのではなく、季節に合わせて温かいものや常温の水を摂りましょう。

☆油

オリーブオイルは、小腸や大腸で吸収されにくい性質があるため、便と馴染んで柔らか
くします。また、オメガ９のオレイン酸が豊富に含まれており、腸を刺激してぜん動運
動（腸が収縮して便を運ぶ運動）を促進する効果や胆汁の分泌を促進する作用があります。
一日の適量はスプーン１杯といわれますが、試す場合は少量から様子を見ることをおす
すめします。

793994彩のけんこう2017年5月号.indd   8 17/06/20   9:56




