飯能を元気にしたい

「かっぽれ！かっぽれ！」
。威勢のいい掛け

声が聞こえてきます。かっぽれとは、その昔、

大阪の住吉神社で毎年奉納される住吉踊りが

ルーツとされ、江戸時代に入り、願人坊主等

によって
「かっぽれ」
と総称されるようになった

そうです。飯能市中央公民館で活動している

「かっぽれ道場楽笑会」
では、月に２回の練習、

各地域の文化祭やツーデーマーチ、敬老祝賀

年、所 沢の梅 后 流 江戸 芸

会、介護施設のボランティアなどで演技を披

露しています。

始 まり は 平 成

子さん
（

）
が永田台の三味線クラブで指導し

かっぽれ道場で学び、師範を取得した小川芳
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なったそうです。
「 年ほど、所沢の教室に通

たのをきっかけに同公民館で活動するように

72

くあります」
と小川さん。

ものなので、男性の動きにちなんだ動作が多

た。かっぽれの踊りは歌舞伎舞踊にも通じる

気にしたいという思いから、活動を始めまし

いました。自分の学んだかっぽれで飯能を元

10

Vol.

11 かっぽれ道場楽笑会
「間違ってもいいから、楽しくやりましょう」と指導す
る小川さん（左）

あ
さ

る
く
・

笑顔溢れるかっぽれ踊り

楽しく、笑顔で「かっぽれ！かっぽれ！」
（前右2番目が小川さん）

15

楽しく、
健康であり続けるために
取材した練習日には、 月に中央公民館で
行われたグループ公演会でかっぽれを初めて

見て、やってみたいという女性 が体験してい
ました。
「舞台を拝見して、とにかく皆さん楽
しそうで、いても立ってもいられなくて参加
させてもらいました」
と話し、小川さんやメン
バーが１つ１つの踊りの動作を丁寧に説明し
ながら指導していました。「間違ってもいいの、
楽しくやりましょう」
と声を掛けながら何度も
繰り返し、体に覚えさせていきます。

当コーナーへの掲載をご希望するサークル・グループがありましたら、

手足を同じように動かす踊りはあまりなく、

問い合わせは小川さん090–4923–4427まで

体をただ動かせばいいわけではなく、頭をフ

毎月第１、第3金曜日が練習日
年齢、経験問いません。

ル回転させながら演舞するそうです。小川さ

■メンバー募集中‼

んは
「民謡などの踊りは同じ動きを流しな が
ら音楽に合わせて踊りますが、かっぽれは同
じ動作はほとんどありません。それこそ健康
体操 だと思ってやっている方もいらっしゃい
ます。反復練習しながら、体で覚えて、舞台
ではとにかく楽しくやろうと伝えています。

中央商事（担当：渡嘉敷） ＴＥＬ０４２-９７４-３２００

お気軽にご連絡ください
（無料）
。

下町音楽に合わせて声を出して踊ると本当に
楽しいですよ」
と魅力を話してくれました。グ
ループ名にもなった
「 楽 笑会 」
の文字通り、練
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習でも舞台でも、とびきり楽しそうに、素敵
な笑顔を見せてくれました。

繰り返しながら体に覚えさせていくそうです（上）
「皆で声を出しながら踊るのが何より楽しいです！」
（下）

3

敬老会での演舞披露の様子

Active にストレッチ

こばやしまゆみ流 健康長寿をたのしむ秘訣！
「からだをうごかそう！」
th

10 Lesson「足の機能アップ」～足の筋肉ってやっぱり大事～ その１
前回のストレッチはお試し頂けましたでしょうか。
段々暖かくなってきて、運動をスタートしたい
と思う方も多いかと思います。
ただ、急に筋肉トレーニングをと言われても、
身体も付いてきません。
気軽に出来るウォーキングが推奨されています
が、ただ歩くだけではもったいないのです。正
しく歩くためのトレーニングとストレッチをご紹
介していきたいと思います。
加齢とともに足の甲が硬くなってしまい、せっ
かくの足のアーチ、足指の力が低下してしまい
ます。この足を送り出す動きが緩慢になってし
まうことで、歩いていると転びやすくなってしま

pa～！

うのです。今回はテニスボールを使った足部の
トレーニングをしてみましょう。
まず、片方の足でボールに全体重を乗せてい
きます。 足指をグー、パー、15回繰り返して
みましょう。ポイントは体重を乗せきることです。

小林真弓【プロフィール】
フィットネス指導歴34年。50歳過ぎて加齢による衰えを迎え
撃つ覚悟で、トレーニングと栄養指導に邁進する日々です。
「たべること。うごくこと」は誰でも出来るのに便利な世の中
すぎて、そのバランスを失いかけています。
皆さまと一緒にあらたなる健康生活を考えてみたいと思ってお
ります。
2003 パリダカールラリー帯同トレーナー。
2008 フリーで活動中。
高齢者二次予防・一次予防事業、市民大学講座等 講師 入間
市在住。テレビショッピングQVCにてレギュラー出演中。
その他活動内容は、
小林真弓アメーバブログ
「希望と美にあふれるフィットネスを！」
http://ameblo.jp/mayumi1962/
にてご覧下さい。

gu～！
是非、歩く前にやってみてください。
しっかり体を支える準備が整います！

17

フカマル常設協力店（敬称略、順不同）

飯能

旬坊

坂戸

シルヴァ
花菱食堂

きもの処 かきぬま

fairy tale

オルブロート

伊勢屋

CRUNCH

アルパッソ

JOY

食堂cafe

オオツカ クレール

穂久柳

イーズパッション

天然温泉 ふるさとの湯

アニバーサリー

北坂戸スイミングスクール

ホテル ヘリテイジ 飯能

セカンドストリート 坂戸店

フォレスタ

梅そば

食彩空間遊宴＆ラパン

長瀬フラワー

月光堂カメラ店

HAIR ART MANITA

セブンオート

ひだまりCAFÈ NUKUNUKU

シャディサラダ館

フラワーハタ

FOR YOU

バニトイベーグル

フローリスト かしの木

BOOKMARK

Numphea

TWINKLE

サングリエ

西武設計

居酒屋「いちき」

武田ミシン飯能まちなかワークスペース

女子栄養大学

新極真会 埼玉武蔵支部

ブーケ・ド・ビアンカ

みさと鍼灸院

いずみカイロプラクティック

夢彩菓すずき

弓削多醤油株式会社

御菓子処亀屋

8［hacchi］hair factory

恩田ふとん店

そうま

ヤナギコーヒー

アルピノ

髙橋自動車

FRISCO

新井タイヤ

イチカワ

飯能市役所

まりぼ

COUCOU

坂戸店

スタジオマリオ

日高

CAPIM DOURADO
和食処 あおき

清水商会

インテルナかわはた

阿里山Café

Linc

食彩房 はし本

けやき食堂

手作りパン メルシービアン

焼肉やっちゃん
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坂戸市役所

毛呂山

入会金
年会費

無料 友の会 会員募集中‼

法要殿友の会は、日々の生活をより安心した生活にする為の会員制度です。
供花の配達から、お葬式やお葬式後のアフターサービスまで割引料金でご利用頂けます。
また、会員様方との交流を深め、会員様に感謝を伝える 友の会「感謝の集い」、
友の会チャリティゴルフ大会等のイベントを開催し、多くの方にご参加頂いております。

友の会会員特典

ご葬儀の特典
●自社式場使用料…無料 ●葬儀祭壇…１～２割引
●供花物…１～２割引 ●返礼品…１～２割引
●相続相談…初回無料
●お仏壇…３～４割引 ●遺品整理…特別価格
●墓石クリーニング・●リフォーム…１割引
●法要返礼品…１割引

生活の特典
●「人間ドック」
「生活習慣病健診」

「脳ドック」
（入間ハート病院健康管理センター）…特別価格
●フレンドシップクラブ（トレーニング講座）…特別価格

●お祝い花配達…１割引 ●お中元、お歳暮ギフ
ト…１割引 ●成年後見人制度…支援
●ハウスクリーニング…見積無料
●自分史 DVD…特別価格 ●車検…1 割引

生活の特典

●友の会チャリティゴルフ大会
●友の会感謝の集い

法要殿友の会

入会はコチラ
右のQRコードより
ホームページに入り
フォームより
お申し込みください。
お手持ちのスマートフォンのQRコード読み取り
アプリからアクセスして下さい。

▪パソコンからのお申し込みは
www.houyouden.co.jp

法要殿グループは
SDGsを推進します

発 行：中央商事株式会社 埼玉県飯能市新光42－1
印 刷：株式会社文化新聞社
※当紙に関するお問合せは下記までお願いします。
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3042-974-3200 中央商事（株）
募集

フカマルバックナンバーは、
こちらから

※掲載希望のサークル・団体等ございましたら事務局までご連絡下さい。
また、飯能・日高・入間・坂戸の風景写真も募集中です。
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