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今の中学校に赴任してから︑季節ごとに生徒玄関の
黒板に︑季節の風物と生徒へのメッセージを詩に託し
て書いています︒少しでも季節感や情緒を感じてほし
いという願いから始めました︒
一人で描くこともありますが︑できるだけ他の先生
方や参加したい生徒も一緒に描くようにしています︒
一緒に描いた先生方や生徒には黒板画の写真をラミ
今では歌詞をモチーフにして描くと生徒たちは黒板画

ネートして記念に渡しています︒これを続けて３年︒
中には自宅で一人でも実践している方もおられました︒

ないので最後に黒板の地色を消ゴムや濡れ雑巾で消し

笑いヨガは︑一九九五年インド人医師マダンカタ

笑いヨガの代表の坂本順子さんは︑﹁ 笑 っ て 健 康

て仕上げるのがコツです︒とても奥が深く︑しかも意

の前で歌っているようです︒

になろう﹂をスローガンに掲げ︑島原でも笑いで明

外に絵具で塗るより易しいのが黒板画と言えます︒

みなさん参加されるきっかけは様々ですが︑一度参

笑うことで多くの酸素を自然に取り入れることがで
るい元気な活気ある地域にする為に︑笑いを広げる

担任の際は合宿コンクールなど行事当日に学級の黒板

リアが病の予防のために作った笑いのエクササイズ

きるので︑心身共にすっきりし元気になることが
活動に取り組まれています︒

に描きますので︑短いときは前日に描いて翌日の朝一

白︑赤︑黄色︑緑︑青の５色だけで描きますが︑黒が

でき︑﹃作り笑いと﹄と﹄﹃本物の笑い﹄を脳は区別
今後は介護現場でも取り入れて欲しいと︑介護現場

時間目の前には消すことも︒消 す と き は 生 徒 の あ 〜

加するとまた次回も参加したいと思うそうです︒

しないので︑作り笑いをしているうちに︑本当に笑っ
を訪問されたり介護講演会で発表されたり︑普及活

もったいないの声︒黒板画は何よりもその儚さがいい

で︑笑いとヨガの呼吸法︵複式呼吸︶を組み合わせ

た時と同じような効果が得られるという科学的根拠
動に努められています︒

杉永ストア

鈴木鮮魚直売店

有限会社

た健康体操を発案しました︒

が認められました︒現在︑医療・福祉・教育の現場

のかも知れませんね︒
中学校教諭 松本早代

介護現場の職員が︑笑い効果を自分の心身で実践し︑

﹁よく笑う人ほど健康である﹂と言う調査結果も

事が大切と話して下さいました︒

には︑まず自分達が意識的に笑って︑毎日を楽しむ

なれるのではないか︒笑いのある日常を目指すため

ションも変化し︑笑いの環境づくりにも︑積極的に

ストレスが減ってくれば︑職場でのコミュニケー

で取り入れられるようになっています︒
︵身体的な効果︶
①笑って横隔膜を動かすことによって︑副交換神経
が優位になる
②顔の筋肉を動かすことによって︑表情筋がマッサー
ジされる
③複式呼吸を行うので︑酸素がしっかり身体に供給

でており︑私達も健康のためにも日頃からよく笑う

南島原市布津町乙1859-2
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される

事を心がけていきたいものです︒

詳しくは各事業所までお気軽にお問い合わせ
ください。
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④一分間の大笑いが︑十分間のジョギングと同じ有
酸素運動に相当する
︵心理的な効果︶
①笑って気分がすっきりモヤモヤした気分を吹き飛
ばしてくれる
②みんなで︑一緒に笑うので︑コミュニケーション
を促進する︵すぐに仲良くなれる︶
③普段から笑いが表情に出やすくなるので︑職場や
家庭で自分や周りの人が明るくなってくる
④より前向きに考えるきっかけになる為︑物事が好転
しやすくなる
等の効果が認められています︒

各施設への問い合わせやご相談など、ライン
を使ってより気軽にできるようになりました！

島原市田町243
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毎月第１・第３月曜日︑霊丘公民館︵十三時三十分
十
~ 五時︶﹁霊丘元気会﹂の中で︑笑いヨガを取り入
れておられるとの事で︑私も取材にて参加させて頂
きました︒
最初は恥ずかしい思いが強かったのですが︑みなさ
んと笑い始めると︑最初の作り笑いが︑何か分から
ないけど楽しい気分になり︑本当に笑っていました︒
自然に会話も弾み︑すぐに打ち解ける事ができました︒
参加されているみなさんからも﹁笑う事には道具も
お金もいらない﹂︑﹁笑っていると嫌な事を忘れる﹂︑
﹁気持ちが明るくなる﹂等の声が聞かれました︒

NPOしまばら各事業所
ラインサービスを開始しました。

島原市下折橋町3848-1
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医療法人 杏林堂
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﹃笑いヨガ﹄〜笑いは健康の源〜
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グ ループ ホームたけふえ
● 桃 の節 句 は実 は女 の子 の為 のお 祭 り ではな かった ？

ショートステイ ＨＡＰＰＹ ＬＩＦＥ
●初市巡り
三月三日〜十日まで霊丘公園で開かれていた初市

女の子の健やかな成長を願い︑美しいひな人形を飾ってお祝いす

飾りおやつには職員手作りの桃饅頭をいただきました！

されている雛めぐりを見物に島原城へ出かけたり︑館 内 に 雛 壇 を

三月に開かれるようになったのは昭和二十二年か

の﹁市﹂を開いたのが始まりと言われています︒

初市は江戸時代初期に大手門前の広場で物々交換

ました︒

に四日︵金︶と八日︵火︶の２回に分けて外出し

る︑日本の春の伝統行事ですが︑実はこのひな祭り︑もともとは
らで場所を変えながら現在も続いており︑今では

３月３日は﹁ひな祭り﹂ですね︒たけふえでは︑毎年島原で開催

女の子のためのお祭りではなく︑邪気が入りやすい季節に﹁穢れ﹂

た﹂等と話題となっていました︒

島原の春の風物詩となっています︒

おり︑当初は︑天子︵天皇のこと︶をお祓いするための儀式であったものが︑平 安 時 代 に

二日間共︑天候に恵まれ気持ちのいい外出日和と

を祓うための儀式だった事ご存知でしたか？祭りのルーツは︑古

は宮中行事へと変化したといわれています︒江戸時代になり︑女子の﹁人形遊び﹂と節物の﹁節
なりました︒

ハッピーライフでも二月の早い内から利用者様の

句の儀式﹂と結びつき︑全国に広まり︑飾られるようになった雛 飾 り ︒いくつになっても人形

初市では店や人も多く少し圧倒されていましたが︑

代中国で行っていた風習に基づくといわれています︒中国では︑
﹃季節

を見ると童心に帰り心が和みますね︒
人気の梅が枝餅を購入し

間では﹁初市に行きたかね﹂︑﹁昔はよう行きよっ

しかし︑ひな祭りが終わると﹁早く片付けんと嫁に行き遅れるよ！﹂﹁私が行き遅れたらど

その場で美味しく頂きました︒来年もまた行きま

の変わり目は災いをもたらす邪気が入りやすい﹄と考えられて

がんすると！﹂と入居者様からのお声がかかります︒
しょう︒

で全部で２８５本の梅の木が梅園に植えてある事 を
) 伝えると︑﹁ほぉ
そりゃきれかやろ﹂と笑顔で喜ばれていました︒

そがんもあると

帰りに枝垂れ梅が咲いている坂道を車から眺めて帰りました︒帰りの車中では﹁来年は

利用者様も﹁よか花の香りのするねぇ﹂と梅園の方を眺められていました︒

梅園に到着し車から降りると風に運ばれて梅の花のいい香りがほのかに漂っていました︒

ねぇ

と利用者様から声が聞こえてきたので職員が調べた事 紅
( 梅が２８本︑白 梅 が ２ ５ ７ 本

しました︒島原城へ向かっている車中で﹁年々︑梅の花が綺麗になりよるごたっとん﹂

今年も島原城の天守閣横にある梅園へ︑春の陽気に誘われるようにふらりとお出かけ

● 島 原 城 の梅 園 へ

デ イサ ービ スセンタ ーしまば ら

ひな祭りによく耳にするセリフですがこちらも諸説あり︑旧暦の場合︑梅雨が間近である
ため︑早く片付けないと人形や絹製の細工物に虫喰いやカビが生えるからという理由だっ
たり︑地域によっては﹁おひな様は春の飾りもの︒季節の節できちんと片付ける︑などの
けじめを持たずにだらしなくしていると嫁の貰い手も現れない﹂という︑躾の意味からも
いわれているそうです︒
いずれにせよ︑職員はその言葉に動揺しつつ︑入居者様の助言をいただきながらひとつひ
とつ丁寧に箱にしまいます︒また来年も私達を楽しませてくれることでしょう！

グ ループ ホーム野 の花
●緋寒桜
４月に入り︑桜も咲き春の訪れを感じられ
るようになりました︒

もっと綺麗になっとるやろう﹂と利用者様楽しそうに笑顔で話されていました

買物週間

芝桜公園他

●4 月 10 日～ 16 日…買い物週間 （藤原コスモスへ）
●予定している行事は天候などにより変更になる場合があります。

先日︑全国的に気温が急上昇し︑島原では

太極拳 回想法

２５度を超える気温を記録し桜前線の下降が
例年より早まっています︒春と言えば桜︒真っ
先に思い浮かべるのは満開の桜の下での花見

30

29

でしょうか︒
春には桜だけではなく緋寒桜と呼ばれる正月
からさく桜があり︑利用者様と３月始めに鍋
島邸に見に行きました︒庭園に緋寒桜の大木
があり︑２月頃開花時期には沢山の方で賑わ
います︒桜といえば一般的にソメイヨシノの
白い花を思い浮かべますが︑緋寒桜はより赤
みがかかって艶やかな花が咲き誇ります︒鍋
島邸の歴史ある建屋とわびさびを意識された

1

今月はお花見強化月間です。天気の良い日は予定に無くても
いろんなところに花見ドライブに出かけたいと思います。
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緑ある静かな庭園と相あって︑緋寒桜はより

23
20

19

18

17

引き立てられます︒鍋島邸の緑あふれる︑よ
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カラオケ
大会

お手玉
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カラオケ
大会

回想法 風船バレー

フラワーショップ
木村
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ミニコンサート
風船バレー

12

カルタ
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プラムパン おやつ作り 散歩 or
風船バレー
制作

お手玉 風船バレー
玉入れ
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カルタ
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く整えられた庭園を散歩し利用者様は癒され

花見ドライブ週間
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土
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金

室内
ボーリング
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ている様子で鑑賞され春を先取りし心休まる
時を過ごせました︒色が新鮮に映りました︒

デイサービスセンターしまばら 4 月行事予定

