
フレイルって？

年齢とともに筋力や認知機能が低くなっている状態の
ことで、健康と要介護の間の段階です。誰もがなる可能
性があり、特に65歳以上から注意が必要だといわれて
います。フレイルは予防ができ、フレイルになっても早
めに対策すれば、健康な状態に戻ることができます。

コロナ禍でフレイルの人が増えています

市内の高齢者を対象にしたアン
ケートによると、コロナ禍により
「運動機能が下がった」「気分が
沈んでいる傾向がある」という人
の割合が増えています。外出自
粛で、人と話す機会や趣味を楽し
む時間が減り、フレイルになる人
が増えています。
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自分が楽しみながら長く続けられる活動に参加することが、フレイル予防・改善につな
がります。感染症対策を行いながら、自分に合ったものを気軽に始めてみませんか。

やりたいことを楽しむことが、健康の秘訣 ！

編み物やおしゃべりなどをするのが毎週の楽しみ。皆と話
すと元気をもらえます。近所に友達ができ、一人暮らしの
私を、普段から気に掛けて声を掛けてくれるのが嬉しいで
す。地域の行事への参加や、食事やお出掛けを楽しむな
ど、つどいの場にとどまらないお付き合いもしています。参加者のコメント

神戸市 つどいの場   検索開催場所など詳細は

つどいの場
地域の人たちと、最近の出来事などを気軽に
話せる場が各所にあります。簡単な体操や、
絵はがき作りなど、趣味につながる内容も。

「人とのつながり」がフレイル予防に

楽しく！自分らしく！　延ばそう健康寿命

ひらこう の世界フレイル予防
イラスト

あなたはどのタイプ？

自分に合うものを始めてみよう！

近所に友達をつくりたい

昔の趣味をもう一度やりたい 絵や音楽などを始めたい

スポーツや体操がしたい ハイキングが好き

興味がある分野を学びたい 語学や環境、健康など
について先生に教わりたい

地域のために何かしたい ボランティアをしてみたい
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クリスマスリース作り

健 康 フレイル 要支援・要介護
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健康寿命

社会参加をしている人
は、参加していない人に
比べてフレイルの割合が
低くなっています。

おしゃべりするのが好き

社会参加の有無とフレイルの割合
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フレイル予防・改善には「人とつ
ながる・体を動かす・栄養をとる」
ことが大切です。中でも、フレイ
ルの入り口は「人とのつながりが
無くなること」だといわれていま
す。趣味を楽しむ、地域の集まり
に参加するなど、人と顔を合わせ
話すことが、フレイル予防・改善
に大きくつながります。
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タイプ

タイプ

タイプ

タイプ

タイプ

※令和2年、3年に実施した市内の高齢者を対象にしたアンケート結果

気軽におしゃべりしたい  あなたには…

年齢とともに心身の働きが弱くなっている状態「フレ イル」を知っていますか。新型コロナ

ウイルス感染症による外出自粛などの影響で、フ レイルになる人が増えています。

今月は、楽しみながらフレイルを予防・改善するポ イントを紹介します。

D タイプ 学ぶことに意欲的な  あなたには…

E タイプ 誰かの役に立ちたい  あなたには…

B タイプ 好奇心旺盛な  あなたには…

C タイプ 体を動かしたい  あなたには…

初心者でも参加できる登山を毎月開催しています。大自然の中を歩い
て、リフレッシュしませんか。

神戸市 コミスタこうべ   検索詳細は

神戸市 シルバーカレッジ   検索料金など詳細は

ＫＯＢＥシニア元気ポイント   検索登録方法など詳細は
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コミスタこうべの体験教室
絵手紙、太極拳、手芸、そば打ちなど、さまざ
まな講座を無料で体験できます。新しい趣味
を見つけるきっかけに参加してみませんか。

あじさい講座
合唱、楽器、ヨガ、着付けなど、定期的に開
催されるさまざまな講座を、講師に教わりな
がら楽しめます。

市民ラジオ体操の会
6:30から始まるラジオ体操。早起きして体を動かす
のは気持ち良く、生活リズムも整います。毎朝会う
人との交流が楽しくて、10年以上続けている人も。

「健康ライフ、国際交流･協力、
生活環境、総合芸術」の４コース
で学べる、生涯学習の場です。
スポーツの授業や学園祭もあ
り、友達の輪も広がります。

ＫＯＢＥシニア元気ポイント
介護施設などで花の水やりや掃除・消
毒などをすると、ポイントがもらえ、換
金できる制度。人の助けになること
は、自分の生きがいにもつながります。

神戸市 介護予防   検索

１～２つ当てはまるとフレイルの兆候、3つ以上当てはまると
フレイルの可能性があります。

半年で体重が2～3kg減った
以前より疲れやすくなった
外出・人との会話が減った
ペットボトルのふたが開けにくくなった
横断歩道を青信号のうちに渡りきることが難しくなった

[問]市民福祉振興協会（☎743-8017  F 743-8180）

市民サポーターが握力や筋肉量などを測定するフレイルチェッ
ク会も随時開催しています。詳細は

市民サポーターによるフレイルチェック会の申し込みについては

[問]コミスタこうべ（☎251-4731  F 251-4733）

神戸市 婦人会館   検索申し込みや料金など詳細は

神戸市 スポーツ   検索詳細は

[問]婦人会館（☎351-0861  F 351-0862）

[問]シルバーカレッジ事務局（☎743-8100  F 743-8103）

[問]KOBEシニア元気ポイント事務局
 　（☎335-6543  F 335-6542）

コミスタこうべへ電話か直接来館で。毎月8日・
9日に翌月の教室の申し込みを受け付け。抽選。申し込み

コミスタこうべ（中央区吾妻通4-1-6）場所

婦人会館（中央区橘通3-4-1）や各区文化センター場所

4年3月31日時点で57歳以上の人対象

満65歳以上の人対象

３年間（週2日程度）期間 しあわせの村場所

入学願書をシルバーカレッジ事務局へ郵送（〒651 -  
1106 北区しあわせの村1-16）か直接持参またはホー
ムページで。１月17日（月）～28日（金）必着。抽選。願書
は区役所やホームページなどで入手できます。

申し込み

▶11面にも掲載

▶１月開催分の詳細は11面へ

市民山の会ハイキング

▶老眼大学、婦人大学の募集も。詳細は10・11面へ

楽しく！自分らしく！で延ばそう健康寿命

ひらこう の世界フレイル予防

シルバーカレッジ

そば打ち

ウクレレ講座

髪を乾かす手伝い

「健康ランチ」を作る
調理実習

簡単セルフチェックやってみよう

年齢とともに心身の働きが弱くなっている状態「フレ イル」を知っていますか。新型コロナ

ウイルス感染症による外出自粛などの影響で、フ レイルになる人が増えています。

今月は、楽しみながらフレイルを予防・改善するポ イントを紹介します。
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久 元 市 長 の 神 戸を想う

[問]の記載がない記事の問い合わせは
市事業・イベント案内センター（☎333-3372  F 333-3314）

☎322-5999  F 322-6053 平日 10:00～15:00

神戸市 オーラルフレイル   検索詳細は

神戸市 フレイル改善通所   検索詳細は

フレイルかな？と思ったら相談を

歯や噛み合わせの状態、滑舌や飲み込む機能、口の乾燥などを
チェックし、歯科医師などによる指導が受けられます。

市内12カ所で実施している「フレイル改善通所
サービス」では、筋力・持久力などをアップするト
レーニングをしたり、栄養や口腔ケアについて学
んだりできます。トレーニングによって杖を使う
必要がなくなったり、友達ができたりした人も。

もしフレイルになったら

あんしんすこやかセンター

神戸市 あんしんすこやかセンター   検索

お住まいの地域のセンターについて詳細は

オーラルフレイルチェック

満65歳以上で、要支援１・２またはフレイルの人対象
約6カ月間（週１回90分）期間 １回200円料金
お住まいの地域のあんしんすこやかセンターへ相談を。申し込み

噛めない食べ物が増えるなど、口の機能が
衰えることを「オーラルフレイル」といいま
す。やわらかい食べ物ばかり食べていると、
栄養バランスの良い食事がとれず、筋力も
低下し、フレイルになる危険性が高まります。定期的な歯科健診
の受診や、口や舌の体操で、噛む力を維持することが大切です。

オーラルフレイルにも注意

3年3月31日時点で65歳の人対象
実施医療機関に電話で予約を。対象者に送っている無料クー
ポン券の期限3月31日（木）までに受診できるよう、お早めに。

申し込み

口の筋肉を鍛える「イアエイウ」体操や、
舌のトレーニング方法を紹介しています。

お口のトレーニング動画

保健師・看護師などが体の状態や生活状況を聞き、一人一
人に合った活動や活躍の場、必要な支援を紹介します。

市シニア健康相談ダイヤル

フレイルをはじめとする健康への不安を気軽に相談できます。

動画はこちら

※12月29日（水）～1月3日（月）は休み

市オリジナル体操をサンテレビ（ S2 マルチチャンネル）で放送中。音楽に
合わせて楽しみながら、体操を習慣にしませんか。フレイル予防や、健康に
役立つミニ講座もためになると好評です。

KOBE 元気！いきいき！！体操

ほかにもある！ こんな予防

月～金曜 ８:00～8:30、土曜 10:00～10:30日時
※1月以降は月～金曜のみ

子どもや孫などの家族や友人と話すことも、フレイ
ル予防になります。なかなか会えない人は、電話や
メールでやりとりするだけでも効果があります。

家族や友人と話すことも大切

かつぜつ
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