
マスクの下の笑顔、
誕生会再開！
千葉市緑区　 
サニークラブ

会員の多くが男性という私たちのクラブで、み
んなが一番楽しみにしている活動が「誕生会」 で
す。7 月 5 日、5 か月ぶりに集まり楽しいひと時を
過ごしました。クラブでは、新型コロナウィルス
感染防止の関係で活動を中止していましたが、感
染状況を踏まえて 6 月から屋外での活動（防犯パ
トロール、 ゆうゆう散歩） を再開しました。
　「誕生会」 では、テーブルの配置を工夫し、恒
例のハーモニカの伴 奏による演歌や唱歌などの
合唱を中止、会員には検温、マスクの着用を呼び
かけました。今後、活動終了時の反省を積み重ね
て、運営マニュアルを作成したいと考えています
が、一番大切なのは会員全員の感染防止に向け
た行動です。

各地の活動
から
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　新型コロナウイルス感染防止や連日の猛暑にともない、外出機会が

少なくなり、運動不足からフレイルになってしまうことが心配されて

います。そこで、これまで全国老人クラブ連合会で紹介してきた体操

の中から、足の衰えを予防する体操を紹介します。

　体操は自宅でもできます。「気軽に体操」を合言葉にクラブのみん

なで取り組んでみてはいかがですか。

　【気をつけましょう】
　●無理をしない　●こまめに水分補給　●エアコンの利用と換気

　●複数で行う時は間隔を開ける

体操指導：武井正子先生 （順天堂大学名誉教授）

■両手を上げて深呼吸をしていますか？
　つらいこと、不安なことが続くと、誰でも、無意識に肩

に力が入り、呼吸が浅くなりますが、深呼吸をすると、呼

吸が深くなり、姿勢がよくなって、さわやかな気分になり

ます。

❶息を吸いながら肘を上げて （1, 2） 吐きながら下ろす （3, 

4）。4 回繰り返す。

❷息を吐きながら脚をトントン叩いて前に曲げ（1, 2, 3, 4）、

息を吸いながら起き上がる（5, 6, 7, 8）。

～今こそ、 フレイル予防！～
気軽に体操、 今日も元気

❸胸の前で両手を握り （1, 2）、頭上に伸ばして両手を開き、

大きく息を吸う （3, 4）。ゆっくり息を吐きながら手を下

ろす （5, 6, 7, 8）。２回繰り返す。

❶

❷

❸
トン

トン トン
トン

熱中症に気をつけて
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特集　自宅で、 仲間とからだを動かそう！

■血行をよくして、足腰の衰えを予防しましょう！
冷房の効いたところでじっとしていると、血行が悪くなるだけでなく、足腰が弱り、転びやすくなりま

す。軽く体操をし、足腰の衰えを防ぎましょう。

〈椅子を使った体操〉
準備：椅子が安定しているか確認して、椅子の背に両手を置いてよい姿勢で立ちましょう。

体操の前後に両手を上げて大きく伸び上がり、深呼吸をしましょう。

❶かかとの上げ、 下ろし

　息を吸いながらかかとを上げて、お腹とお尻を軽く引き締める （1, 2）。息を吐きながらトンと下ろす。

（3, 4）。以上 8 回繰り返す。

❷脚の後ろのストレッチ

　左足を大きく後ろに引き、右膝を曲げる。かかとを床に押し付けて、左脚の後ろを引き伸ばす。自然

の呼吸でそのまま 10 秒。左足を元に戻す。以上交互に各 4 回繰り返す。

❸背中から腰のストレッチ

　椅子の背に両手をおき、椅子から離れて上体を倒す。腰を後ろに引き、息を吐きながら肩、背中、腰、

脚の後ろを引き伸ばす。そのまま 10 秒。ゆっくり起き上がる。以上 2 回繰り返す。

〈よい姿勢で、 リズミカルに足踏みを〉
　好きな音楽に合わせて、よい姿勢でリズミカルに足踏み

をすると、気持ちも明るくなります。自宅一人で行う場合

は、声を出してみましょう。呼吸器の機能も改善されます。

お薦めは「365 歩のマーチ」です。

❶両足を開いて、両手を横に伸ばして、手首を立てる。右

足に体重をかけ （1, 2） 元に戻す （3, 4）。左足も同様に行

い、交互に 4 回繰り返す。

❷膝を高く上げて足踏みを 32 歩。

❸肘を曲げて手を握り （1, 2）、息を吸いながら上に伸ばし 

（3, 4）、吐きながら手を下ろす （5, 6, 7, 8）。以上を繰り

返す。

❶
❷

❸

❶ ❷ ❸
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「地域支え合い」について考える

　昨年、みずほ教育福祉財団の助成を受けて、「地

域支え合い活動」に取り組みました。はじめに「地

域支え合い」への理解を深めるために、単位クラ

ブ会長と女性部長を対象に、「生活支援体制づく

り研修会」を開催しました。研修では、同じ県内

の仲間の実践から学ぼうと、養
や

父
ぶ

市下八木老人ク

ラブ「ちょっとたのまれ隊」の話を聞いた後、社

会福祉協議会職員によるワークショップを行いま

した。テーマは、①地域にある「集いの場」、②

老人クラブの半歩前進と題して、「こんなことに

取り組みたい」「こんな取り組みがあったらいい

な」と思うことについて意見を出し合いました。

みんなの情報で対象者を決定

　その後、見守り活動と地区交流会を開催するこ

とになりました。対象は 85 歳以上のひとり暮ら

し老人 84 名、65 歳以上の寝たきり老人 1 名。

単位クラブの会長が訪問したり、会員から情報を

集めたりして検討、民生委員にもアドバイスを受

けて決定しました。活動は、単位クラブ毎に役員

北から南から

を中心に行うようにしました。それぞれ 2 名から

多い人で 5 名を担当して、月に1～2回程度訪問

し、声かけや様子うかがい、行事の案内をしたり、

地区ミニデイへのお誘いを行っています。また、

緊急時には、各区の民生委員や民生協力委員、自

治会役員等へ連絡するようにしました。

　この他、健康づくりや外出のきっかけとなるよ

うな取り組みとして、地区交流会を地区ミニデイ

に合わせて月 1 回開催、健康体操やニュースポー

ツ、レクリエーションを行いました。

　1 年間の活動終了後、今後の要望や取り組みに

ついてアンケート調査を行ったところ、これから

はカラオケ、将棋、碁などの趣味を楽しめる機会

を考えたいという意見がありました。

　現在は、新型コロナウィルスの影響で、訪問す

る側も受ける側も両方が不安になるという考えか

ら、「見守り活動」は電話で行っている状況ですが、

徐々に出会える機会や外出する機会を増やしてい

きたいと考えています。

（会長　藤原 則男）

訪問活動で
外出のきっかけづくり

兵庫県 神
かみ

河
かわ

町
ちょう

老人クラブ連合会大
お お か わ ち

河内地区　●18クラブ　●会員数 1,055名

ただいま友愛訪問中

ワークショップでのグループ報告
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活動を担うサポーター育成

町老連では、活動方針に「健康を保持・増進す

るフレイル予防活動の推進」と「いきいきクラブ

体操、高齢者向け筋力トレーニング（いきいき百

歳体操）の推進」を盛り込み、その一環として定

期的に体操を実践する通いの場（サロン）づくり

に取り組んでいます。対象は一人で毎日テレビを

友達として過ごしている方や、高齢者夫婦で他の

人と交わりが少ない方々です。

昨年は、町老連で活動の担い手を育成する「い

きいき百歳体操サポーター育成講習会」を開催し

ましたが、今年度から地域包括支援センターによ

り開催されることになりました。

若手にも百歳体操を広げよう

体操サロンは町内に約 10 か所、老人クラブだ

けで運営しているところもあれば、他団体と協力

して開催しているところもあります。基本的な活

動は、週 1 回、体操 （40 分）、講習を受けたサポ

ーター（会長、女性部長）が DVD を流しながら

指導します。椅子や用具の準備はみんなで行いま

す。また、地域包括支援センターの協力を受けて、

北から南から

開始時、3 か月後、1 年後に体力測定を行ってい

ます。

昨年開始した諸浦クラブのサロンは、参加者

13 ～ 15 名（男性 3 名、女性 10 名）、多くが後

期高齢者です。開会前に集まり「わいわいガヤガ

ヤ」とおしゃべりをし、体操が終わったら重りと

回数の記録をつけて解散します。もう一つの長倉

老人クラブは、若手を意識して午後 7 時に開催、

参加者10～12名（男性 5 名、女性 8 名）、70 歳

前後の方が多く参加しています。終了後は女性

部が中心となり茶話会（会費 100 円）を開催し

ています。みんな体操を楽しみにしており、交流

や茶話会は貴重な情報交換の場になってい

ます。

現在、新型コロナウィルス感染拡大の影

響で、今年度から新たに開催を希望してい

た二つのクラブの取り組みはできていませ

んが、既存のサロンは、生活支援コーディ

ネーターから感染防止に向けた取り組みに

ついて説明を受けて、注意事項を守り、活

動を再開しています。

（事務局長　岩下  昇）

フレイル予防に向けた
体操サロン

佐賀県玄海町老人クラブ連合会　●15クラブ　●会員数 770名

重りを付けての腕上げ

重りや回数の記録を記入
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老人の日・老人週間
みんなで築こう　安心と活力ある社会
―仲間と集い、高齢者の元気な姿を示そう！

　令和２年度の「老人の日・老人週間」キャンペーン要綱が決まりました。9月 15日の「老人
の日」、その日から21日までの7日間を「老人週間」として、地域や関係団体において、さまざ
まな取り組みが展開されます。老人クラブにおいても仲間
と集い、高齢者の元気な姿を示しましょう。
キャンペーンが目指す目標は下記のとおり。今年度はさら
に、新型コロナウィルス感染症の予防対策、感染防止のた
めの「新しい生活様式」を実践しつつ、高齢者の孤立やフ
レイル防止に向けた取り組みも求められています。

〈6 つの目標〉
（1）すべての高齢者が安心して自立した生活ができる、

保健・福祉のまちづくりを進め、ふれあいの輪を広
げよう。

（2）高齢者の知識、経験や能力をいかした、就労・社会
参加・ボランティア活動を進めよう。

（3）高齢者の生きがい・健康づくり、介護予防、感染防
止拡大等への取り組みを進めよう。

（4）高齢者の人権を尊重し、認知症高齢者への支援のあ
り方や介護問題等をみんなで考え、高齢者や介護者を支える取り組みを積極的に進めよう。

（5）高齢社会における家族や地域社会等の役割を理解し、多世代がお互いに協力して安心と活力
ある健康長寿社会をつくろう。

（6）減災や防災への取り組みに関心をもち、日頃から地域でのつながりを築こう。

■「老人の日」 は、 老人福祉の記念日です
　「老人の日」は、昭和 22 年兵庫県野間谷村 （現・多可町） にて 9 月 15 日に敬老行事が行われたこ

とに端を発します。その後、兵庫県が 「としよりの日」 として県民運動を展開、さらに全国社会福祉

協議会が 「としよりの日」 運動を始め、21 日までを 「運動週間」 としました。そして昭和 38 年、老

人福祉法に 「老人の日」 が定められ、その後 「敬老の日」 として祝日になりました。

　「敬老の日」 を 9 月の第三月曜日にする祝日法改正が出された際には、全老連は 「老人の日」 制定の

経緯から反対運動を展開しました。祝日「敬老の日」は 9 月の第三月曜日になりましたが、 「老人の日・

老人週間」 が平成 14 年に制定されました。
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　緊急事態宣言を受けて在宅での生活が続く
中、クラブ内で電話リレーを行いました。ク
ラブ名簿の上から順に、連絡網をまわすよう
に30名の会員が自分の名前の次の人に電話
をしました。
　変わりはないか状況を確認し、できるだけ
無駄話をすることを目的としました。後日、
複数の会員から「嬉しかった」「声を聞いて
元気が出た」と言われました。他愛もない会
話が、高齢者にとってとても貴重に感じま
した。

　今回の活動は、70歳になったばかりの若
手委員がひとり暮らしや高齢の会員を気づか
い提案したもので、自分には考えつかなかっ
た若い会員の発想がとても嬉しかったです。
　現在は「三密」を気づかいながら、窓を開
けて体操教室を再開しています。昼食会はで
きなくなり寂しく思いますが、会って話がで
きることに幸せと安心を感じています。

みんなのひろば

仲間をつないだ電話リレー
山口県山口市　さん Cクラブ 

会長　熊野 文子

留守番電話で 
詐欺被害を防ごう！
特殊詐欺被害者の8割は高齢者、内6割は70歳以上の女性です。

　令和２年「警察白書」によると、特殊詐欺の被

害者に占める高齢者の割合は 84%。これまでと

変わらず高い水準で推移しています。特に 70 歳

以上の女性の被害が多く 60％を占めています。

手口別にみると、オレオレ詐欺 98％、キャッシ

ュカード詐欺 94％、還付金詐欺 79% が高くなっ

ています。

　全老連で呼びかけているのは「留守番電話作

戦」。留守番電話に設定することで、犯人に直接

対応する機会を一旦遮断できます。

　新型コロナウィルスで様々な情報が飛び交う

中、感染に便乗した詐欺事件も多数発生してい

ます。

　 外 出 機 会 が

減り、在宅の

時 間 が 長 く

な る 中、 改

め て ク ラ ブ

や友人で声を

かけ合い「留守

番電話作戦」で詐

欺被害を防ぎましょう。

「怪しいな？」と思ったら警察相談窓口「#911」
消費者ホットライン「188」

防ごう！

消費者被害
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仕事で一日中パソコンに向か
い、通勤中はスマートフォンをさ

わっていると、知らぬ間に背中は丸まったまま
です。意識して姿勢を正さないと、布団に入る
までそのままという日があります。今回ご紹介し

た体操は、東日本大震災の後、運動不足にな
りがちな避難所や仮設住宅の高齢者向けに、
体とこころの健康づくりに役立つ体操として紹
介した体操です。ぜひ実践してください。私も
頑張ります。 （敦）

編集後記

●令和 2 年 7月10日発行（毎月 1 回 10日発行）第477号　
●編集人／加藤博康　●発行人／正立  斉　●発行所／公益財団法人　全国老人クラブ連合会
●住所／〒 100–8917  東京都千代田区霞が関 3–3–2  新霞が関ビル 5 階　●電話 03–3581–5658（代）　FAX 03–3597–9447
●ホームページアドレス  http://www.zenrouren.com/　● E-mail  zenrou@zenrouren.com　●編集協力  株式会社 凱風企画

60周年記念会員章を胸に活動の輪を広げましょう。
全国老人クラブ連合会は、令和 4 年（2022 年） に創立 60
周年を迎えます。これを記念して「60 周年記念会員章」を
作製しました。

●直径 17mm　タック式
●期間限定　2019 年～ 2022 年
●１口　1,000 円


