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趣味を持つ楽しさ

時に妖艶な姿に思わず息を呑む――男女ひと
組で舞うように踊る社交ダンスには、どこか気
品を感じます。すでに体を動かす趣味を持たれ
ている方も、お持ちで無い方も・・・今日のお
二人の話をいい機会に、「社交ダンス」を体験
されてはいかがでしょう？豊かな表情と、内か
ら湧き出るような表現に魅了されるばかりでな
く、思いきって「見られる」というステージに
立ってみては？きっと今以上に輝いて見えるは
ずです。

1996年の映画『Shall we ダンス？』。この
映画をきっかけに、ダンス人口がグッと増えた
と聞きましたが・・・やはり「社交ダンス」と
言うと、どこか縁遠く感じてしまいます。お二
人がダンスと出会われたきっかけというのは？

建二：いろんなケースがあると思うんですけ
ど・・・私たちは、大学時代に勧誘されて
入ったダンス部がスタートになっています。

マリコ：そう、ちょうど18歳の時ですネ。
建二：当時は「風俗営業法」の関係で、18歳以

上じゃないとできなかったんです、ダンスっ
て。ただ、法律とは関係なく、その時まで、
ダンスなんて見たこともなかった・・・。

若いとはいえ、未経験の競技、しかも社交
ダンスを選ぶのは・・・なかなかできないですよ。

建二：そんな大げさな話じゃありません。18歳
からしかできないわけですから、スタートラ
インがみんな一緒じゃないですか。なので、
競技としてやっていっても「何とかなるん
じゃないか？」と思っただけです。

実際に入部されてからは、いかがでしたか？
思っていたとおりの世界だったのでしょうか？

建二：ダンスの前に、ちょっと空手をやってい
て・・・正直、軟弱なイメージを持ってい
ました。みなさんもそうじゃないですか？
入部してからは、地味な練習をずっとやら
されて・・・春合宿なんか、浜辺でたくさん
のカップルが遊んでいる中、「ホールド」っ
て、これまた地味な練習を一時間、黙々とや
らされて・・・2年生くらいまでは「いつ辞
めてやろうか？」という感じでした（笑）。

すると・・・何かターニングポイントのよう
な出来事かあったとか？ 

建二：3年生になって、スタートラインが同じ
なのに負けて悔しい思いをしたりして・・・
「勝つためにはどうしたらいいか」を考える
ようになりました。その頃からですね、ダン
スにのめり込むようになったのは。

ある程度ダンスのコツがわかってくると、
楽しくなって夢中になってしまうものでしょうか？ 

～魅せて見られて内から元気に～

２０１１年９月１７日（土） 場所：愛知県名古屋市

ともに大学時代にダンスを始める。卒業後にカップル
を組み、アマチュア選手として活躍し、３年連続中部ア
マチュアチャンピオンとなる。平成９年１月にプロに転
向。１年で５階級特進をなしとげ、同年１２月にＡ級に昇
級。毎年英国留学し、マーカス＆カレン・ヒルトンに師事。
２００１年、名古屋市東区にフクイケンジダンスアカデミー
を開校。２０１０年１１月に現役を引退し、後進の指導に
力を注いでいる。戦歴：名古屋選手権大会優勝、中部選手
権大会８回決勝入賞。財団法人日本ホールルームダンス連
盟中部総局所属・中部日本ダンス競技会ファイナリスト。

福井建二氏・福井マリコ氏
プロフィール
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建二：私たちにとってはダンス＝「競技」だっ
たので・・・楽しむという発想はなかったで
すね。

マリコ：一般の方はダンスパーティーとかあり
ますけど、学生の場合は学生だけの世界、競
技しか知らないんです。明けても暮れても、
競技会ばかり（笑）。

そんな世界も時代が巡り、学校教育にもダン
ス（社交ダンスではありませんが・・・）が採
り入れられるようになりました。子供から大人
まで、幅広く愛されるようになって・・・最近
では、ダンス教室も賑わっていると言います。

建二：音楽に合わせて踊るとか、日本人ってあ
まり得意じゃないと思うんです。社交ダン
スで言えば、ちょっとした足型があれば踊
れちゃうのに、そういう考え方が日本人に
はない。「ちゃんと習わないと踊れない」
という強迫観念みたいなものがあって・・・
だから、ダンス教室が流行るんですけどね
（笑）。

では海外、とりわけ盛んなヨーロッパなんか
では、どんな感じなのでしょうか？ 

建二：毎年ロンドンに行くんですけど、ダンス
教室も少ないし、日本みたいに流行ってい
ない・・・。音楽に合わせてちょっと動いた
ら、みんな楽しく踊れてしまう。それで十分
なわけです。ところが日本人だと、それでは楽
しむところまでいけない。日本人の勤勉さ、几
帳面さの表れでもあるんでしょうけど。

ダンスにもワルツとかラテンとか、いろんな
音楽がありますよね。リズム感も早さも強弱も
違います。やはり体の動きとかも違うんでしょ
うか？

建二：「いい曲だな」って感じると、自然に体
が動いて踊り出したくなりませんか？この踊
りたくなるという気持ちがあって初めて、体
が一歩前に出るようになる。ダンスにも深み
が増すんです。曲に合わせるのも、もちろん
大切ですが・・・まずは曲を楽しむ気持ちが
一番じゃないでしょうか。

確かに、楽しむということは何事においても
原点ですね。ただ、競技ともなると、そうもい
かないのでは？

 

建二：そうですね。ホールドがあって、足型が
あってというところから始まるので・・・な
かなか、そうはいきません。自分でも最近で
す。隣のライバルが気にならなくなって初め
て力が抜けて・・・楽しめるようになりまし
た。楽しむって、こういうことかと。

さすがに競技に臨むスタイルは、日本も海外
も区別が無いと思うのですが・・・

建二：どうでしょう？見ていると、海外の方
は、競技といっても音楽から、曲を楽しむと
ころからスタートしている気がします。これ
は・・・なかなか真似ができない。ただ、子
供のころから音楽やダンスに親しんでいる、
今の日本の子供には、似たような感覚がある
ようですね。

ちなみに、リズム感というのはどうなので
しょう？天性だとか、筋がいいとか・・・ある
んでしょうか？

建二：それは、あるかもしれませんね。
マリコ：ええ。以前に楽器をやられていた人

は、やっぱりわかります。「何かやってま
した？」と聞くと、「サックスをやってま
した」とか・・・そういう人は、上達が、
ちょっぴり早いみたい。

ダンスパーティーを覗いてみると、みなさ
んのスタイルが抜群だということに驚かされま
す。お年を召されていても、太った方がほと
んどいらっしゃらない。これは、かなりのカル
チャーショック。どんな食生活なのか・・・か
なり気になりますね。

建二：みなさんがイメージしているのとは違っ
ていると思いますが・・・意識はしていま
す。ただ、エネルギーをどう作り出すかとい
うことではなくて、スタイルを維持するため
に、ですけど（笑）。
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マリコ：「福井さん、どこか体調が悪いんじゃ
ないですか？」って、先生がネ（笑）

建二：そんなことがあったので、やっぱり一番
大事なのは、心の中にある「元の気」だ！と
思って・・・好きなことは続けようと決めま
した。

趣味としてダンスをされる、健康法としてさ
れる、スポーツ感覚でされる――みなさん、い
ろんな形でダンスを楽しまれています。年配の
方は趣味と健康を両立させるタイプが多いよう
ですが、中には、趣味の域を超えて取り組まれ
ている方もいらして・・・。

マリコ：70歳を過ぎた年配の方が、ハイヒール
履いて踊るんです！普段はこうやって・・・
腰を屈めるように歩いてるんですよ。それ
が、ドレスを着て音楽が鳴ると・・・途端に
シャキっとするんですよネ。

東洋医学の世界では、よく「気」という言葉
を使うんですけど・・・まさにそれなんでしょ
うね。

建二：ダンスは「予防医療」。医療費削減に
も、かなり貢献しているんじゃないですか？
ダンス界は。元気な高齢者の方が多い・・・
珍しくないんですよ。これは、すごいことだ
と思います。

足腰もしっかりされて、こうした高齢者が増
えると日本も変わるんでしょうね。ただ、不幸
なことに、ダンスの競技会で亡くなられるとい
う痛ましい事故があったとか？

建二：今、ダンスの競技会は、危険な高齢者が
多いんですよ。曲が鳴ったら曲が終わるま
で踊り続けちゃうんです、ダンサーって。も
う、「本能」ですね。

マリコ：競技会だから、審査員が審査もしてい
るし・・・。

建二：中にはペースメーカーを付けた状態で、
それでも競技会に出るっていう人がいる。命
賭けてでも出たいって・・・プロじゃなくて
アマチュアなんですよ。アマチュアでもそれ
だけ意識が高いんです。

マリコ：「そんな、命賭けてまでやっちゃダメ
だよ」って言うんですけどネ。それだけ一生
懸命なんです、みなさん。

マリコ：競技に出る人もパーティーで踊る人
も、やっぱりスタイルが大事！それなりに
意識されてますネ。見た目――大事なんです
よ、ダンスって。どんなに上手に踊っても、
太っていたりしたら・・・印象良くないです
よネ？だから、みなさん気にされています。

ベジタリアンが多いってことではないですか？
感性が鋭くなるという話もありますし・・・

マリコ：ダンスでは、それは無いと思います
ネー。

建二：やっぱり肉を食べないと・・・パワーが
出ないですよ（笑）。ダンスはパワーが要りま
すからね・・・やっぱり、踊りきれないと。

マリコ：競技会の時は、すぐエネルギーにな
るバナナとかですが・・・競技会とかパー
ティーの前には・・・やっぱりお肉、食べた
りします。

言われてみれば、ダンス＝スポーツ。相当な
運動量だと思います。やはり体調管理は、シビ
アにされているんでしょうか？

建二：競技会の一週間、二週間前からは気をつ
けますね。普段はお酒が好きなんですが、
それも控え目にします。ただ、ストレスが溜
まったらいけないので・・・ゼロにはしない
ですけど（笑）。

ストレスも体調のひとつですから・・・しっ
かり管理してあげないといけない？

建二：ダンスって・・・元気な姿で、人に生き
生きと見えないといけないんです。それが、
心の中にある「元の気」が無くなると、元
気じゃなくなってしまって・・・審査する人
にも楽しさが伝わらない。「元の気」を育て
るためには、多少そういうものが必要なんで
す・・・って、完全に言い訳ですね（笑）。

外見だけではなく、内面から湧き出る「見た
目」も大切なんですね・・・そのためにお酒と
いうことですか（笑）

建二：（笑）。11年くらいサラリーマンをして
からプロになったんですけど、呑み方を師匠
にひどく叱られました。それで「わかりまし
た。次の全日本まで一年間、禁酒します」っ
て宣言しちゃったんですけど・・・半年くら
いしたら体調がおかしいんですね。どんどん
元気が無くなっちゃったんです。
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単なる趣味と片付けてしまうには、あまりに
も大きな存在・・・ですね。

建二：サラリーマン社会とか、一般社会っ
て・・・ストレスが多いじゃないですか。
多分ダンスに行き着くまでに、いろんなこと
やってきたと思うんです。でも何も残ってな
くて・・・ダンスに、すごく大きな価値を見
出したんですよね、きっと。

生きる糧＝大切な趣味と、うまく付き合って
いくのも必要だと言うことでしょうか。

建二：これこそが普段の生活に「張り」を持
つために必要なんだ、とダンスの世界に
入ってこられたと思うんですよね・・・単
にストレスのはけ口だけじゃない。緊張し
たりとか賞がもらえたりするステージなん
て、日常生活にはあまり無いですからね。
だからこそ、熱くなりすぎてしまう時もあ
るのでしょう・・・。

最後に、テレビでしか見たことがない人に
は、なじみの薄い社交ダンス――ダンスだか
ら、踊れなければ楽しくないし、踊ったことの
ない人には、ちょっと自慢もしたいし・・・そ
こそこ踊れるようになるまで、実際どのくらい
かかるものなのでしょう。

マリコ：週一回のレッスンだったら・・・三か
月くらいあれば、一番簡単なステップは覚え
られます。ダンスパーティーなら、これで十
分踊れます！

テレビ番組とかでやってますよね・・・ダン
ス教室みたいな。そんな感じですか？

マリコ：さすがに少し難しくなりますけど・・
・あれも簡単なステップだったら、半年もあ
れば踊れるようになりますよ。「複雑でなけ
れば」の条件が付いちゃいますけどネ。

男性が軸になって、女性がその周りを回っ
て・・・男性と女性とでは、動きが違うように
も見えますが。
 

マリコ：そうですネ。男性は「リード」で女
性は「フォロー」って言われるんですけ
ど・・・女性は、ある程度男の人が上手だっ
たら、ついていけるんですネ。ただ、男の人
はそうはいかない。やっぱりリードをしない
といけないんで・・・だから、ちょっと時間
がかかります。女性はついて踊っていればい
いので、少し楽かもしれませんネ！

趣味を持つ楽しさのひとつとして、健康に
つながる社交ダンスの世界をたっぷりと聞かせ
ていただきました。「見られる」ことを意識す
る運動って、なかなかありませんよね？建二さ
ん、マリコさん、本日はどうもありがとうござ
いました。

建二＆マリコ：こちらこそ、どうもありがとう
ございました。

年配の方が、普段は見られないような動き
で踊る「社交ダンス」。楽しい趣味が刺激と
なって、細胞の活性化につながり、内面から
「元気」が湧いてきて、シャンと踊れるので
しょう。その姿はいかにも楽しげだとか。好
きな曲が体を動かし、その動きがストレスを
発散させる――「社交ダンス」を趣味の健康
法として採り入れて、ストレス社会とうまく
付き合える、「心と体」を手に入れてみては
いかがでしょう。半年後に華麗なステップを
踏むことも・・・夢ではないようですから。

（インタビュアー：一見隆彦、秦 宗広、赤井康紀）
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③ 親指と
くすり指で
同じように
（４回）

② 親指と
中指を
同じように
（４回）

① 両手とも、

親指と人差し指で
輪を作るように合
わせる（４回）

④ 親指と
小指で
同じように
（４回）

介護予防というと、下肢の筋力強化や低栄養予防、また、口腔ケアに目がいきが

ちですが、認知症予防も重要な介護予防の一つです。

久保田競氏（医学博士）は、その著書「手と脳　脳の働きを高める手」（1982　

紀伊國屋書店）の中で、「外環境の変化を生体内に取り込んで手を働かせるとき、

脳が必ず働いている」と指摘され、「手は外部の脳である」と言われています。

③ 親指と
くすり指で
同じように
（４回）

♪か
たつむ

② 親指と
中指を
同じように
（４回）

♪む
しむし

♪で
んでん

① 両手とも、

親指と人差し指で
輪を作るように合
わせる（４回）

④ 親指と
小指で
同じように
（４回）

♪り～

♪どこにあ

介護予防講座Part Ⅲ

どこでもできる「手と指の体操」で、脳の活性化!! 

まず、 1本 1本の指を皆さんがよく知っている曲に合わせて
しっかりくっつけてくださいね。１　

上の①～④と同じ指の動きで繰り返します。

♪お
まえの

♪あたまは ♪る～
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２　次は 「時間差指数え」 です。

♪つ
のだせ

♪やりだせ

⑤ 両手の指先を２回ずつ合わせる

② 右の親指を先に曲げて

おき、左は親指から、右は人

差し指から、１０まで数を数

えながら指を曲げ伸ばしする。

① 左右の手指を数を

声に出して数えながら、指を
親指からおっていく。他の指
が動かないよう、正確に曲げ
伸ばしする。１～１０まで。

③ 左の親指を先に曲げて

おき、右は親指から、左は人

差し指から、１０まで数を数

えながら指を曲げ伸ばしする。

さあ、簡単で、いつでも、どこでもできる
「手と指を使った体操」で、脳の活性化を図りましょう !!

⑥ 

♪
頭出せ～～

 

[ 日本鍼灸師会介護予防委員会・介護予防運動指導員養成講座講師：村上由佳 ]

＊わからないことがありましたら、お近くの介護予防運動指導員あるいは、鍼灸院に
お尋ねいただくか、（公社）日本鍼灸師会介護予防委員会までお問合わせください。 

薬指（まぁ）

人差し指の指先と
（あた）

２本一緒に合わせ
（だせ）

最後にグーを作り
（～）

パーの手にする（～）３本一緒に

小指

中指

親指

「時間差」になりましたか？
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道を歩いているときや家のなかでも「つまずいた経験」は、どなたにもあると思います。
運動量が減り、最近つまずくことが増えた・・・というのは、「転倒の可能性」がでてきている証で、

転倒の可能性は、筋力の低下だけでなくバランス能力や、疾病、外的要因などさまざまです。
早めの対策が必要ですから、この機会にチェックしてみましょう。

★上の１０項目に 　　　をされましたか？
「１・２・３・４」にチェックされた方　……歩行能力・筋力の低下があります。
「５・６」にチェックされた方 ……………バランス能力の低下があります。
「７・８」にチェックされた方 ……………疾病の影響があります。
「９」にチェックされた方　 ………………外的要因があります。
「１０」にチェックされた方 ………………転倒に対する不安とそれによる日常制限があります。

★転倒の危険が高い場合とそれを避けるには

１．高齢者ほど転倒しやすい。（前期高齢者より後期高齢者のほうが転倒しやすい）
２．屋外での転倒が多い。（屋内より屋外での転倒が圧倒的に多く全体の８割）
３．歩いているときに転倒しやすい。（階段の昇降、立ち上がり時も注意）
４．「つまずいた」「滑った」が転倒のおもな理由。（段差にも注意）
５．転倒した１割の人が骨折している。

以上のことから、雨天や雪の日などに屋外で歩行するときは、転倒の危険性が大きいと
いえます。転倒により骨折しなくとも、転倒に対して不安・恐怖が強くなり、外出などの
回数が減り（閉じこもり）、身虚弱化（老年症候群またはロコモーティブ・シンドローム）
から寝たきりなどの危険性が高まります。転倒予防のための筋力アップは大切ですね。

[日本鍼灸師会介護予防委員会・介護予防運動指導員養成講座講師：村上由佳 ]

＊わからないことがありましたら、お近くの介護予防運動指導員あるいは、鍼灸院に
お尋ねいただくか、（公社）日本鍼灸師会介護予防委員会までお問合わせください。 

「あぶない！！」の前に転倒予防策を！！

１． この１年間に転倒したことがある

２． 何もないところで、つまずくことがある

３． 横断歩道を青信号の間に渡りきることができない

４． １kmを続けて歩くことができない

５． 片足で、立ったまま靴下をはくことができない

６． 高いところにある物を取るとき、何かにつかまらないとつま先立ちができない

７． この１年間に入院したことがある

８． 薬を３種類以上飲んでいる

９． 普段、サンダルやスリッパなどをよく履いている

１０． 転倒に対する不安がある、あるいは転倒が怖くて外出を控えることがある

知らな
いうちに始まっている筋力低下

「つまずいた経験」 がある人のための 『転倒予防チェックリスト』 レ

レ

介護予防講座Part Ⅰ

リニューアル版
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クシャミをしたり、夜中トイレに間に合わなかったり…中高年の方だけでなく、２０代、３０

代でおこる場合もあります。「まあいいか」と診察を受けずにそのまま放置すると、さまざまな合

併症を起こすことがあります。恥ずかしがらず早めに受診・治療しましょう。

 

１．腹圧性尿失禁 （「チェックリスト」の■マーク）の場合
・失禁改善体操（骨盤底筋群の体操）による改善率が８割といわれています。

２．骨盤底筋群体操の効果
・腹圧による尿失禁の主な原因は骨盤底筋の弱さ。この改善が尿失禁を予防・改善します。

３．骨盤底筋体操のポイント
①骨盤底筋をイメージします。

②息を吸うことより吐くことを意識した呼吸を行います。

③人前でオナラが出そうなときに肛門を閉めて我慢する状態で締めたあと、緩める動作を

繰り返します。

④締めるときに、肛門・尿道を吸い上げるような感じで持ち上げます。

⑤骨盤底筋の収縮は「ぎゅっ」と早く強く締める方法と、「ぎゅ～っ」とゆっくり長く締め

る（５秒程度）方法の二つを併用して行います。

⑥運動は息をとめずに呼吸を普通にしながら行います。

４．骨盤底筋体操の目安
①１０回前後の運動を 1セットとし、１日に５セットを目安として下さい。

②１日５セット（５０回の運動）を３カ月ほど続けることが目標です。

[日本鍼灸師会介護予防委員会・介護予防運動指導員養成講座講師：村上由佳 ]

＊わからないことがありましたら、お近くの介護予防運動指導員あるいは、鍼灸院に

お尋ねいただくか、（公社）日本鍼灸師会介護予防委員会までお問合わせください。 

ゆっくりと徐々におこる尿失禁 !!

ある日突然はじまる尿失禁

「こんな尿漏れ症状がある人」 のための 『チェックリスト』 レ

■１． 咳やクシャミが出たときに漏れる

■２． イスから立ち上がったり、階段を上ったりするときに漏れる

■３． 大笑いしたら、尿が漏れる

■４． 出産後に漏れ始めた

■５． １日１０回以上トイレに行く

６． トイレまで我慢できず漏れてしまう

７． トイレで下着を下す前に漏れてしまう

８． 水の音を聞いたり冷水に触れると強い尿意がおこる

９． 残尿感がある

■１０． 気づいたら尿が漏れている

介護予防講座Part Ⅱ

リニューアル版
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日本鍼灸新報 �������� （平成22年3月）

　太陽の輝きが増して間もなく「桜だより」が
聞かれるようになりますが、新しい芽が一斉に
吹き出す素敵な季節を迎えています。
　ここに2009年度最後の日本鍼灸新報をお届
けしますが、新報は通算575号発行されている
「日鍼会の歴史本」ともいえる会報です。しか
し、現行の会員向け機関誌のままでは公益事業
としての条件を満たすことができませんから、
内容を見直す必要があります。
　昨年実施した師会アンケートにいただいた
回答へのコメントを2月号に掲載しましたが、
編集部が公益事業としての条件を満たすために
は、「限られた予算」ということに加え、「毎月
発行するための情報」と「編集作業時間」という
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制作・印刷：NECデザイン＆プロモーション株式会社

無断掲載を禁ず

表紙写真：
　東京湾にかかるシルエットの美しいレインボーブリッ
ジは、芝浦地区とお台場を結び、また、開発が進む臨海
副都心と都心を結ぶ架け橋として平成5年にオープンし
た。2つのルートがある遊歩道は、臨海副都心や遠くは
富士山を望むことができ、東京のシンボルとなってい
る。 （撮影：神奈川　秦 宗広）

ことを考えなければなりません。編集部にとっ
てこれらのハードルはたいへん高いものです。
　3月号の編集作業はカナダ・バンクーバーで行
われた冬季オリンピック期間中で、日本人選手
の活躍に欣喜雀躍するシーンが流れる中での作
業でした。それは4月号に新しい新報を芽吹かせ
るための準備期間でもありました。

（Ｔ）

この印刷物は環境にやさしい
大豆油インキを使用しています。

～よい治療は よい鍼で～
・豊富な種類の「鍼」を用意しています。
材質……ステンレス・金・銀・コバルトから選べます。
寸法……5分から3寸まで鍼体の長さが選べます。（別寸法あり）
線径……0.10～0.50まで鍼体の太さが選べます。（ＳＴの場合）
滅菌……業界唯一放射線滅菌済み鍼（ディスポ鍼）もご

提供しています。⇒安全・安心してお使いになれます。

てい鍼、ローラー鍼、小児鍼などの接触鍼・鍼管・鍼ケース・
鍼皿・線香……オーダーメイドのご相談もお受けします。

中国鍼、皮内鍼、円皮鍼、短鍼なども取り扱っています

・豊富な種類の「鍼灸用具」を
用意しています。

詳細はお問い合わせ下さい。

★フリーダイヤル
　　0120－141－828
★ホームページ
　　http://www.needlemaeda.com
★カタログも無料

鍼灸鍼・鍼灸用具の製造販売

株式会社前田豊吉商店
〒167-0052　東京都杉並区南荻窪1-22-15
TEL : 03-3332-7634　FAX : 03-3332-8117
メールアドレス　harimaeda@pop01.odn.ne.jp

日本鍼灸新報3月号_575.indd   18 10.2.25   5:35:03 PM

今年も残すところ、あと一ヶ月ですが、一年
はあっという間ですね。学生のころは、一年が
すごく長く感じたものです。一年が早く感じる
のは生活がマンネリ化しているからでしょう。
学生のころは、毎日の授業や部活で日々新しい
情報が入ってくるため、脳がフル回転して一日
の時間の流れが遅くなりますが、大人になると、
生活が一定になり安定してきます。安定すると、
毎日同じような生活リズムになって変化がなく
なるので、あっという間に日々が過ぎていきま
す。高速道路で、直線が続く道を走っていると、

だんだんと眠くなりますが、それは、刺激がな
くなるから脳が処理をする必要がなくなって眠
くなるもので、これに似ている気がします。そ
うならないためにも新しいものを取り入れた
り、時には回り道を選んだり、日々努力して進
んでいきたいものです。
来る１２月４日（日）は、グランドプリンス

ホテル新高輪で「人に優しい鍼灸医療－医療機関
と鍼灸の連携の時代－」と題して市民公開講座が
開催されますので、ぜひ足をお運びください。

（編集担当委員）
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