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各地の活

動から

「健康麻雀」は、感染防止に配慮して会場も広いとこ
ろに変え、6 月末から活動を再開しています。
会員は 58 人、4 割は女性です。活動は月２回。初

合言葉は
「100 歳まで元気
にやっていこう！」
奈良県香芝市
老人クラブ連合会

心者（約 20 人）を対象に、役員が指導者となって午
前中に初心者講座を開催。午後から 6 ～ 8 卓でゲー
ムを行います。年間の成績をまとめて毎年 3 月に成
績優秀者の表彰や出席回数を確認して皆勤賞を渡し
ています。年に一度、大会も開催しています。勝っ
て喜び、負けて悔しがる。ゲームとしての醍醐味を
味わえることや、他のクラブの人と友達になれるこ
とが活動の魅力となっています。
市老連には他にも料理、水浴歩行、ゲートボール、
グラウンド・ゴルフ、吹き矢のサークル活動があり、
それぞれ役員を決めて自主的に運営しています。現
在、いずれも活動を再開しています。
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多様な活動メニューや工夫で
仲間づくりを広げる
料理教室、踊り、木工教室、ゴルフ、ペタンク、

10 月号に引き続き、活動賞の報告です。本号
では「仲間づくり活動」について紹介します。

伊勢型紙です。クラブでは、運営委員会（構成

受賞団体の取り組み内容で多かったのは、サーク

15 名）を毎月開催し、取り組み状況の情報を共有

ル活動です。次いで集いの場づくりや長く会員に

しています。

親しまれている活動などがあります。運営面では、

【集いの場】

クラブの PR、未加入者の参加や運営方法の工夫
などがありました。

集いの場の目的は、ひとり暮らしや高齢の方を
対象とし、閉じこもり防止や健康づくりを目的と

＊
「北から南から」
（P4、5）も活動賞受賞団体の取

した体操の集まりなどさまざまですが、魅力は同

り組みです。

世代の仲間と心置きなくおしゃべりを楽しめるこ

【サークル活動】

とです。

サークル活動の特徴は多様なメニューです。会
員や地域高齢者が興味を持っているテーマを取り

●サロン活動がきっかけでクラブが再結成
お ぐにまち

上げたり、共通の趣味をもとに活動につなげてい

山形県小国町老人クラブ連合会

ます。高齢者のペースで運営されていることや、

町老連では、高齢者の居場所づくりとして、地

地域の人材や仲間に講師を依頼し、初心者でも参

域サロンをほとんどのクラブで実施しています。

加しやすい雰囲気をつくっています。

クラブが休会していた地域では、サロンを運営し
ていた若手会員が、活動を通じて地域住民に声か
けをし、老人クラブ活動の重要性を伝えて再結成

● 12 種類の同好会で魅力アップ
めい わ

に至りました。

三重県明和町 北野友楽クラブ
会員の幅広い年齢層や多様な趣味を勘案して、
12 種類の同好会
を企画、実践して
います。参加者は
数名～ 30 名程度。
活動日は週１回か
ら年１回のものも
あります。メニュ
ーは、将棋、麻雀、
太極拳、グラウン
活動満載。令和 2 年 4 月当初の予定
表／北野友楽クラブ

ド・ゴルフ、お話
ひろば、カラオケ、

再結成したクラブ／東原どんぐり会
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【運営面での工夫】
運営面では、仲間づくりを広げていくために、
クラブの PR に力を入れたり開催方法を工夫して
いる取り組みが報告されています。ポスター、チ
ラシ、回覧などを使ったり、揃いのユニホームを
着てボランティア活動を行ったりして、老人クラ
ブの存在感をアピールしています。

●冬場はサテライト会場を設置

感謝されることが生きがいにつながる慰問活動／聖賢寿クラブ

く ぐ の

岐阜県高山市久々野区長寿会

【会員に親しまれている活動】

年間を通して実施できる新しい屋内活動を探し

長年取り組んでいる活動の中には、年に数回し

ていたところ、
「コミュニケーション麻雀」に出

か開催しない活動であっても、地域に根付いた活

合い、非会員参加型クラブ活動として位置づけて

動となり、参加する会員が生きがいを感じたり楽

導入しました。週に 2 回の開催には、毎回各会場

しみにしている活動として、仲間づくりにつなが

30 人超が参加しています。ルールが簡単で老若

っている事例があります。

男女を問わず参加でき、閉じこもり防止や脳トレ
などの健康づくりや世代交流の場となっていま

●会員の生きがいを育てた慰問活動

す。さらに冬期は雪深い地域のため、二つのサテ

せいけん

大阪市城東区 聖賢寿クラブ

ライト会場を設けて 3 か所で開催。その結果、多

地域の老人ホームや病院への慰問活動は、クラ

くの住民の参加が可能となり、年間を通じた新た

ブが発足した当初（昭和 38 年）から行われていま

な通いの場として定着しています。

す。現在は年 6 回、延べ 80 名の会員が参加し、
舞踊やカラオケを披露して入所者の方々と交流し
ています。
「訪問を楽しみにしている」と高齢者
に言われたり、感謝されることが会員の生きがい
につながり、仲間の結束を高めています。
他にも「ふれあい喫茶」を年 12 回開催し、延
べ 300 人が参加しています。開催時には、町内
の清掃を兼ねたり、外出機会の少ない高齢者に声
かけをしたり、ビンゴや輪投げなどの楽しみも取
り入れ、人気の高い活動となっています。いろい
ろな人が参加できる環境を作っていくことが大切
だと考えています。

二人一組になって話し合いながら進行／久々野区長寿会
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ひとりでも気軽に参加できる
12 の同好会活動
横浜市泉区懇親の会 ●会員数 115 名

マスク着用、3 密を避けて活動再開
同好会活動を始めたのは平成 19 年、一人でも
仲間同士でも自分の好みに合った活動に気軽に参
加できるように考えました。こうした多様な同好
会活動は、加入促進やクラブの活性化にもつなが
っています。
現在は、ペタンク、カラオケ（5 団体）
、コーラ
ス、料理、ハイキング、囲碁将棋麻雀、太極拳、

マスクを着用してみんなで体操

ウクレレの 8 種目 12 団体の同好会があり、それ
ぞれ週 1 回～月 1 回の割合で活動しています。

かした作品を展示発表する場を作り、加入促進に

カラオケ同好会は、メンバーが多くて歌う順番が

もつながっています。

回ってこないため 1 団体 7 〜 11 人、五つの団体

＊緊急事態宣言後は、マスク着用と 3 密を避けて活動
をしています。カラオケグループは各自がマイクカ

があります。各団体は基本的に会費でまかない、

バーを持参して、密にならないように十分気をつけ

会からは同好会活動推進費の項目で他組織との交

て 10 月から再開しました。

流（交通費等）や用具代の補助をしています。会
員の募集は、季刊「懇親だより」に活動状況を掲

「体操ひろば」は交流の場

載し行っています。このほか、春と秋に「趣味の
作品展」を町内会館で開催して、会員の特技を生

「体操ひろば」も、マスク着用のもと 3 密を避
けて実施しています。週 3 日、地域の公園で朝 8
時から、ラジオ体操を中心に、柔軟体操や口や眼
の体操、
脳トレ等、
約 30 分掛けて実施しています。
参加者数は 1 回 30 ～ 40 人。クラブ未加入者が
7 名、町内の福祉施設入居されている方も複数参
加しています。健康維持を兼ねた地域の交流の場

趣味の作品展

となっています。
こうしたクラブの行事は、16 人の世話人が、
月１回の世話人会議で協議して決めています。市
老連の養成講座に会員を送り出し、後継者の育成
もおこなっています。新たな会員の入会につなが
っている参加者の笑顔と元気を、今後も努力して
増やしていこうと考えています。
とも ただ

（会長 金子 公紀）

2 年前に発足した一番新しいウクレレ同好会
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男性も活躍
「踊り」を通じた仲間づくり
広島県福山市神村学区 6 区融和会

●会員数 67 名

定期練習と多彩な発表の場
女性部が中心となって取り組んでいた銭太鼓サ
－クル「ひまわりの会」に、平成 23 年に男性（7
名）が加わり、
「踊り」を中心とした活動に転換し
て現在に至ります。
「他のクラブにない何かをし
よう」と考え、男性が加わればおもしろくなるの
ではないかという意見から声をかけました。メン
バーは 20 名。年齢は 69 歳から 88 歳です。男
性の 2 ～ 3 名は地元の豊作祈願の踊り「ひんよう
踊り」に参加した経験の人もいますが、多くは初
めての人たちです。
活動は週 1 回、午後 1 時から 4 時半まで、会
手づくり衣装でハッスル！

場は地区の集会所です。踊りの練習は 3 時間、間
に 1 時間の茶話会を行っています。指導は講師に

に踊って楽しさを実感してもらいます。

依頼していますが、不在の際は指導を受けたリー

踊りを通じて地域貢献

ダーが代わって教えています。練習はほとんどテ
ープで行いますが、発表の際は、男性会員が歌を

発表は年に 12 〜 13 回、市老連の芸能祭やシ

歌い、会員手作りの衣装を着て踊っています。高

ルバーピック、市の敬老会や各種団体の行事やイ

齢の方の中には、
「踊りも楽しいけれど、週 1 回、

ベント、地域の祭などで踊りを披露しています。

仲間と会話することが楽しみ」と言う人もいます。

「下駄おどり」や「備後畳表おどり」
「鞆の浦慕情」

新しい人の勧誘は、
「お茶を飲みにおいで」と声

など、地域の特産や場所にちなんだ演目を取り入

をかけます。見ているうちに楽しくなって、一緒

れ、伝承活動や地域の PR 活動にも貢献していま
す。こうした活動が評価され、2018 年福山善行
市民団体表彰を受賞しました。
高齢者が頑張って踊っている姿、みんなの団結
力、
「ひまわりの会」は、活動を通じて、会員や
地域の高齢者に「私でもできる！」という勇気を
与えています。発表する場があればこそ、練習も
熱心になります。これからも今までと同じように
私たちの踊りを披露する場があれば、どこにでも
行こうと思っています。
（会長 国岡 博）

男女共同参画で楽しく活動
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いちょうだより

感染防止に配慮した活動紹介
～大阪府老連、横浜市老連
新型コロナウイルス感染防止に向けた取り組みが長期化するなか、全国の都道府県・指
定都市老連は、参加者数を制限したり、プログラムや運営方法の工夫や見直しにより、研
修会やスポーツ大会などに取り組んでいます。本号では、仲間の事例を紹介して、活動の
再開を呼びかけている大阪府老連と横浜市老連の取り組みを紹介します。

◆「コロナに負けない老人クラブ活動

◆ With コロナで取り組むクラブ活動を

活動事例集」

紹介

大阪府老人クラブ連合会

横浜市老人クラブ連合会

大阪府老連は、感染防止対策を踏まえて

横浜市老連は、会報「かがやきだより横

実施した活動や高齢者のつながりを大切に

浜」10 月号で、
「With コロナ老人クラブ

した活動などを紹介した事例集を作成し、

活動事情」と題して、市内の連合会やクラ

全クラブに配布しました。リーダーからは、

ブの取り組みを紹介しました。その中のひ

「仲間の取り組みが、活動再開の自信につ

とつ、保土ケ谷区老連では、6 月以降、会

ながる」などの声がありました。

長研修会や健康づくり介護予防講座、ボッ

紹介した事例の概要――子どもが集まる時

チャ体操教室などを開催。参加者名簿に代

間帯を 2 回に分けて密集を避け、三世代交

えてチケット方式にして、半券に氏名と連

流の「たなばた祭り」を実施（豊中市若竹

絡先を記入して提出してもらっています。

寿会）
。サークル代表者会議で感染対策に

カラオケ大会では、会長お手製のアクリル

ついて話し合い、ルールを厳守することを

板の設置とマイク消毒を徹底。参加者から

申し合わせて活動再開（交野市私市山手さ

「安心して参加できる」と声があがってい

きさいちやま て

ます。

わやかクラブ）
。緊急事態宣言中に単位ク
ラブ役員や班長 490 人が、市内 1 万 4000
人に電話で安否確認（八尾市高齢クラブ連
合会）
。敬老月間の長寿祝いのプレゼント
とん だ ばやし

に手作りマスクを作製（富田林市老連女性
部）
。

客席は 1 席ずつ空けてカラオケ大会開催

詳しくは、それぞれの老連のホームページ
に掲載されている資料をご覧ください。
全クラブに配布された事例集
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防ごう！
害
消 費 者被

あなたは大丈夫？ 冬の製品事故
―情報提供で関心を高めて、事故を防ぎましょう。
冬は、電気やガス、石油などを使った暖房器具

1 キッチン
ガス器具を使うときは換気を忘れずに

の使用頻度が増える季節です。身近な製品の中に
は、使用方法を誤ると思わぬ事故につながる事が

2 リビングルーム（居間）
暖房器具の近くに燃えやすいものを置かないで

あります。会報に掲載したり、会話に取り入れて
関心を高めて事故を防ぎましょう。

3 お風呂・トイレ
水回りでも火災事故は発生します

詳しくは、インターネットで、
「政府広報オン
ライン『暮らしに役立つ情報』
」をご覧ください。

4 寝室
就寝中の火災や低温やけどに注意

●検索 ⇒ 冬の製品事故

5 製品事故を防ぎ、長く安全に使うために
メーカー等から点検時期を知らせる「長期使用
製品安全点検・表示制度」の利用

みんなのひろば
っています。

パソコン部スタート

参加者は増え、男性 1 名を含む 12 名（平
均年齢 80 歳）となりました。希望者は他に

静岡市葵区 田町学区長生会

もいますが、新型コロナウイルスの関係で会
場の人数を制限して活動しています。

地域で開催していたグループが、会員の減

（石川和恵）

少を機にメンバー全員が老人クラブの会員と
なり、今年度から新たに長生会の「パソコン
部」として活動することになりました。
現在、レベルに合わせて二つのクラスを設
けて、それぞれ月 2 回、活動を行っています。
講師は地元のボランティア団体に依頼し、パ
ソコンは参加者が持参しています。内容は、
会の案内、ハガキの作成、お絵かきをはじめ、
名簿、会計報告書、家計簿の作成の仕方、イ
ンターネットやメール機能などの使い方を習

ローマ字入力に奮闘中
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地方の事務局の方から、
「ラジオ

若い頃親しんだラジオは、高齢者にとって今も

で鳥取県倉吉市小鴨シニアクラ

身近な存在のような気がします。私もラジオ好

ブの「はがき出し運動」
（5 月号掲載）が紹介さ

きですが、以前、眠れなくてラジオをつけたと

れていた」と連絡がありました。北村隆雄会長

ころ「ねんりんピックのご紹介です」と聞こえ

の投稿が採用されたとのこと。その前には、二

てきて目が覚めました。

人の会長から地元の番組に出演したとの報告。



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

2 年 11 月 10 日発行（毎月 1 回 10 日発行）第 481 号 ● 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
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
● 住所／〒 100 – 8917
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