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各地の活

動から

2017 年、65 歳 以 上の高齢者におけるパソコン、
スマートフォン、タブレットの保有率は 69%。高新
会（112 名）は約 3 割ぐらいです。以前から、クラ

クラブで取り組む
オンライン活動
大阪府高石市
第９区老人クラブ高新会

ブで開催しているパソコン塾を中心にオンラインの
活動を行ってきましたが、新型コロナウィルスが話
題になり始めた 2 月頃から頻度が増えました。
現在、役員間の周知事項や活動依頼、採決など
は、スマートフォンを持っている 7 名をつないで随
時 行っています。
（ 持っていない 4 名は電話連 絡）
また、オンラインお茶会には 32 名が参加、五つの
グループをつくって月 1 回程度行っています。女性
の中には顔を出すのを嫌がる人もいるので、電話で
の参加など工夫が必要だと思います。これからもパ
ソコン塾をいかして、オンラインの活動を広げてい
きたいと考えています。
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感染防止に配慮した
連合会の活動展開

特集

新型コロナウイルス感染防止にともない、多くのクラブで通常の活動が困難になっています。
こうした中、独自の取り組みで活動を展開している二つの連合会の取り組みを紹介します。

フレイル予防に屋内、外での体操推奨
千葉県ベイシニア浦安 会長 相原勇二（50 クラブ、3,350 人）
かけました。

●感染しない、させないための活動を目指して
千葉県ベイシニア浦安（以下、
市老連）は、
現在、

※麻雀、カラオケ、コーラス、ソシアルダンス、祭り踊り、
吹き矢

高齢者の孤立やフレイル予防、認知機能の低下を
防ぐという観点で、公園や広場でのラジオ体操と

活動の再開においては、クラブ内の理解だけで

屋内での健康体操を推奨しています。その際、3

なく、自治会などの地域活動との整合性や住民の

密が回避できる人数でグループをつくり、午前、

理解を得る必

毎週土曜日・日曜日にラジオ体操を開始

午後に分か

要がありま

れて実施す

す。行政担当

るよう具体

課の連携に加

的に指導し

えて各クラブ

ています。

でチラシを作
ったりして地

3 密を避けて健康体操

域住民に活動の再開を報告しています。

●行政と連携して会員の理解を深める
こうした活動の柱となっているのが「老人クラ

〈老人クラブ会館利用再開の方針－注意事項〉

ブ会館利用再開の方針」です。老人クラブ活動再

▶マスクの着用、手洗いの徹底

開の必要性を市長に伝えて、浦安市高齢者福祉課

▶ソーシャルディスタンス（2m 以上の間をあける）を
意識

が市老連と協議して、感染防止に向けた注意事項
をまとめて全クラブに通知しました。現在も毎月

▶利用当日自宅で検温し、普段と体調が異なる場合は
参加を控える

2 ～ 3 回打ち合わせを行い、注意事項の変更や追

▶利用者名簿を記録し、各クラブで保管する

加、再開する活動について話し合い、その都度双

▶利用時間は 120 分以内

方から文書で呼びかけて徹底しています。

▶ 1 回の利用人数は 3 密が回避できるのであれば 10 人
以上も可

しかし、いまだに自粛が続く活動もあり（※）
、

▶窓を二か所以上開けておくか、こまめに換気を行う

大きな不満を抱えている会員もいます。
「感染し

▶熱中症予防対策として、クーラーを必ず使用する

ないための我慢と感染させないための我慢」を理

▶使用前後はテーブル、いす、ドアノブなどを消毒する
▶会館内での飲食は禁止とする

解してもらうために、クラブの会長や市老連役員
が出向いて説明しています。さらに先日、市長名

▶熱中症予防のため、各自飲み物を持参しての水分補
給は行うこと

で「一部活動の自粛継続」についても文書で呼び

▶共用備品は一人使うごとに消毒する
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感染防止に配慮した連合会の活動展開

電話で友愛訪問～孤独感の解消と運動のすすめ
埼玉県キューポラ川口 会長 岩澤勝徳（184 クラブ、12,919 人）
埼玉県のキューポラ川口（以下「市老連」
）は、

ね～」新型コロナウイルスが広がり始めた 3 月、

4 月から電話による友愛活動に取り組んでいます。

新年度の事業について女性部会長、副部会長で協

目的は、外出自粛に伴い、仲間と会う機会が少な

議した際の副部

くなって会話や笑顔不足になっている人に、話し

会長の一言がき

相手となって孤独感や不安の解消を目指すこと。

っかけとなりま

さらに、運動不足になっていないか尋ねて、テレ

した。

ビやラジオで行っている体操の情報を伝えるこ

これまでは訪

と、そして、振り込め詐欺防止の啓発です。

問活動を推進し
てきたので、電
話による友愛活

●気になる運動不足
市老連には各クラブの活動報告が寄せられてい

動の効果は全く

ます。青木中央青寿会（女性部長 小林湖津江）の

わかりませんで

5 月 の 報 告 に は、
「女

したが、始めて

性部員 5 名が分担して

みると「もう 1

役員を除く 87 名に電

週間以上も誰と

話。みなさん元気な声

も話していなかった」と言って電話口で涙ぐむ方

で安心しましたが、中

や「こんな電話がいただけるなんて老人クラブに

には『家族が都内勤務

入っていて良かった」と感謝してくださる方がい

なので心配』とストレ

て、我々の活動は決して無駄ではなかったと実感

スを抱えている人もい

いたしました。
新型コロナウイルスの終息がいつになるかまだ

ました」と記載。運動
状況については、
「ラ

会員に配布したチラシ

まだわかりませんが、
「老人クラブに入っていて

挨拶はゆっくり、はっきりと

ジオ体操やウォーキン

良かった」と思っていただけるような心を込めた

グ等の運動を続けている方は 3 人に 1 人くらいし

活動を、女性部会を中心にこれからも進めて参り

かいなかったので、次回の電話では日々の運動が

たいと思っております。

認知症予防になることをもっと伝えていきたい」
という目標を掲げていました。
■全老連では、みなさんの連合会やクラブで新型
●今こそ、友愛活動の出番

コロナウイルス感染防止に配慮しながら、工夫し

川口市老連女性部会長 内田まさ子

て取り組んでいる活動、新たに始めた活動につい

「こんな状況じゃあ、電話ぐらいしかできない

ての情報をお待ちしています。
3
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北から南から

買い物サポート活動で
仲間の不便を解消
和歌山県 有田市新堂地区老人クラブ

●会員数 101 名

新堂地区は、有田市の中心地区に隣接し、みか
ん山の多い農村部と市街地に通じる大通り沿いに
大きく分かれています。会員の状況は、地域の３
割の方が老人クラブに加入している一方、若い世
代の入会が伸び悩んでいます。

初めて知った暮らしの不便
令和元年度、みずほ教育福祉財団の助成を受け
て、
「地域支え合い」事業に取り組みました。き
っかけは、有田市主催の助け合い研修会で役員が
参加したワークショップです。自分たちの生活課
題について、その原因をみんなで考えました。私
たちは「買い物が不便」という課題について話し

買い物中の会話も楽しみ

合い、
「近くに店がない」
「車に乗れない」などの
意見が出されました。その時いつも一緒に活動し

にならない程度でやってみようと決定しました。

ている女性役員から、
「実は私も車に乗れないか

とは言え、自分たちも高齢であり、自家用車を使

ら、大きい簾など、安い物でもわざわざお金を払

っての買い物サポートは正直なところ不安もあり

って運んでもらっている」ということを聞きまし

ます。そこで、運転者だけでなく利用する会員の

た。話を聞いた男性役員はみんなで「そんなちょ

双方の家族に了解を得た上で開始することにし、

っとした運搬なら、自分たちで助け合おう」と提

活動日は月に一度としました。

案しました。

しかし、サポートを開始しても、遠慮があった
り、
「使いにくい」という意見があったり、誰に

声かけを通じて利用者増

使ってもらうかという課題も出てきました。話し
合いの結果、男性役員はサポート当日の運転手、

その後、役員会で協議を重ね、自分たちの負担

女性役員は地区を回って、ひとり暮らしの方など
に声かけをするようになりました。
おかげさまで、少しずつですが利用者も増えま
した。特に畑作業で使う重い肥料などの買い物が
多く、家族から促されて免許を返納した男性が利
用してくれることもありました。
残念ながら、令和 2 年度に入り、新型コロナウ
イルスの関係で現在は活動を見合わせています。
（会長 宮﨑 晴三）

生活支援コーディネターや社協職員と、活動の役割分担を協議
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北から南から

いま、できること！
～きっかけを作って訪問しよう
島根県松江市大庭地区高齢者クラブ連合会

● 3 クラブ ●会員数 179 名

若手を登用して魅力あるクラブづくり
大庭地区高連には、
「松」
「竹」
「梅」の 3 クラブ
があり、選出された 22 名で毎月評議員会を開催
しています。これにあわせて、松江市地域包括支
援センター等から講師を招いて研修を行ってい
ます。
また、平成 29 年から3年をかけて、若手会員の
役員登用を図り、
「毎年の新規入会 20 名」を目標
に、75 歳前後の方を対象とした魅力ある活動に

暑中見舞い訪問

取り組んでいます。その一つが、昨年度、新規事
業として開催した「フォトコンテスト」です。出

会で話し合い、いろいろな「きっかけ」を作って

品作品 28 点の中から優秀作品を地域の文化祭に

訪問活動をすることにしました。

出展。会場で入会案内とポケットティッシュを配

4 月は、感染症予防のための啓発チラシを配布

布して PR したところ、4 名の入会がありました。

して情報提供。5 月は、全会員へ手づくりマスク

加入促進活動として、交通安全運動に際しても同

を配布しました。女性部を中心に、役員の家族、

様に取り組んでいます。他にも、喫茶店の空店舗

地域の学生にも声をかけて協力して作ったマスク

を開放して毎月 1 回開催している「談笑会」は会

312 枚を会員 179 名の家（約 150 世帯）に評議

員に好評です。

員 22 名で届けました。心がけたのは「顔を見て
一言声をかけること」
。残りのマスクは、小学校、

活動自粛下に毎月の訪問活動

学童、幼稚園、民生委員、交通安全の指導員、公

今年度に入り、新型コロナウイルス感染予防の

民館職員へ寄贈しました。こうした活動は、地元

ため、集まって活動することが難しいなか、役員

のマスコミにも取り上げられました。8 月は、熱
中症予防の啓発チラシと一緒に、水（2 リットル）
を会員一人に 6 本ずつ持参して、暑中見舞いの
訪問活動を行っています。
これまでのようにできない活動もありますが、
一人月 100 円の会費や補助金の他、自主財源づ
くりとして取り組んでいる公園の清掃活動による
収入を活用して、見守り活動を強化して、会員に
喜んでいただける、元気を出してもらえる活動を
したいと考えています。
（会長 荒木 邦典）

笑顔もいっしょに届けよう
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いちょうだより

全国老人クラブ連合会

役員改選

「令和 2 年度評議員会」において、任期満了に伴う理事・監事を選任。その後「令和 2 年度理事会」
において正副会長、常務理事の選定を行い、次のとおり新役員を決定しました。
＊新型コロナウィルス感染防止によりいずれも決議の省略にて開催

会

長

清家

篤

新 𠮷良  勇藏（三重県老連会長）

副 会 長 新 花田 吉治（札幌市老連会長）

新 中村美津子（兵庫県老連会長）

村上 光夫（東京都老連会長）

新 遠藤

大辻 正忠（神戸市老連理事長）

新 高橋

新 細井 啓造（徳島県老連会長）

篠塚 忠二（北九州市老連会長）
木下 治紀（佐賀県老連会長）

委員長・群馬県）

新 古都 賢一（全国社会福祉協議会

理

事

松坂

頼廣 安子（全老連女性委員会

副会長）

勝（全国社会福祉協議会

兼子

常務理事）

尚（仙台市老連会長）

監

伊藤 達也（茨城県老連会長）
新 島田 祐三（富山県老連会長）

〈

都道府県・
指定都市老連

〉

事

正立

副委員長・神戸市）

久（元 全老連事務局長）
斉（全老連事務局長）

阪間 育男（元横浜市老連
常務理事）

新 白根沢 彰（元栃木県老連

石川 義成（新潟市老連会長）

異動報告

博（広島市老連会長）

新 髙倉 純一（愛媛県老連会長）

川端 幸枝（全老連女性委員会

常務理事 新 笹尾

剛（岡山市老連会長）

常務理事）

青森県老連会長 齋藤 昇一（6 月 5 日付 前任者 松﨑 徹）

福島県老連会長 君島 勝美（8 月 11 日付 前任者 金子 定雄）
栃木県老連会長 小島 正男（6 月 2 日付 前任者 束原 勸）

川崎市老連会長 佐藤 例藏（6 月 19 日付 前任者 鈴木 稔）

新潟県老連会長 玉木 正方（7 月 14 日付 前任者 光村 利寛）
石川県老連会長 須野原 雄（6 月 30 日付 前任者 八田 幹也）
三重県老連会長 𠮷良  勇藏（7 月 8 日付 前任者 西川 明正）

滋賀県老連会長 松田 輝男（7 月 16 日付 前任者 𠮷仲  幸子）
京都府老連会長 橋本 俊次（6 月 10 日付 前任者 西村 成晴）
大阪府老連会長 杉本 茂（6 月 24 日付 前任者 野口 勉）

鳥取県老連会長 岡森 裕（6 月 17 日付 前任者 中林 正樹）
広島市老連会長 高橋 博（6 月 16 日付 前任者 児玉 吾郎）

香川県老連会長 藤川 泰文（6 月 15 日付 前任者 豊島 實）

高知県老連会長 土居 啓之（6 月 18 日付 前任者 鈴木 彬夫）

宮崎県老連会長 松浦 博徳（6 月 17 日付 前任者 山﨑 福男） ＊（ ）は就任日
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防ごう！
害
消 費 者被

あなただけが、もうかるような
うまい話はありません。

「株や社債をかたった投資詐欺」
注意喚起資材提供（無償）～日本証券業協会
高齢者を中心に、株や社債をかたった投資詐欺

える 3 点セット（リ

に関する被害が発生しています。不審な勧誘を受

ーフレット、ポケッ

けた場合には、下記コールセンターまたは取り引

トティッシュ、卓上

きのある証券会社に相談しましょう。

メモ）の無償提供等
を行っています。ぜ

同協会では注意喚起を広めるために、活動で使

ひ、ご活用ください。

日本証券業協会
「株や社債をかたった投資詐欺」
被害防止コールセンター
フリーダイヤル：0120–344–999
（平日 9 時～ 11 時 30 分、
12 時 30 分～ 17 時）

➡詳しくは全老連ホ
ームページをご覧
ください。
リーフレット（A4 判）

みんなのひろば

熊本豪雨から一か月
熊本県人吉市老人クラブ連合会
会長 三倉 重成
7 月 4 日の豪雨災害で、市老連が委託を受
けて運営している老人福祉センターも水没し
ました。二日後、役員会を開催して状況を確
認。9 日の片付けには、被災を免れた会員

市老連事務局と片づけの様子

30 名が駆けつけて館内に入り込んだ土砂を
取り除き、畳 80 枚を撤去しました。その後

ます。今後は、避難所や仮設住宅における高

も 2 回集まり、災害から一か月、ようやく少

齢者の健康が心配です。

し片づいた感じがします。

このような状況ですが、集まることを楽し

また、54 クラブの内、被害の最もひどかっ

みにしている会員もいます。老人クラブがな

た中心部の 6 クラブが被災し、避難所暮らし

くならないように、みんなで力を合わせてい

や転居を余儀なくされている会長や会員もい

きたいと考えています。
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子や孫の帰省が楽しみな 8 月、

されていました。みなさんの中にも現代版テレビ

今年は感染防止に配慮して多く

電話を楽しんだ方がいらっしゃるのではないでし

の人が移動を控えました。そうした中、
「オンラ

ょうか。元気な声も嬉しいのですが、笑顔を見る

イン帰省」と称して、スマホやタブレットで互い

と安心するのは、89 歳の母とテレビ電話をして

の元気な姿に喜んでいる様子がマスコミで紹介

いる娘の感想です。

編集後記

（敦）

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。
● 令和

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