
ウォーキングで 
仲間と集える喜び
大分県 
別府市老人クラブ連合会

新型コロナウイルス感染防止の影響で室内活動が
できなくなった為、2 カ月に 1 回程度実施していた
ウォーキングの回数を増やして、8 月から 8 回実施
しています。マスクの着用と受付での検温、手指の
消毒は受付時と終了時の 2 回、感染防止に配慮し活
動しています。

毎回開催地区を変え、体育部長と地元の役員が下
見をしています。参加者は 50 名程度。一般高齢者
やコースによっては手押し車を押しながら参加して
いる人もいます。「みんなと話しながら歩くのでと
ても楽しい」「歩きながら草花を見るのが楽しみの
ひとつ」、それぞれ自分のペースで楽しんでいます。
12 月はアニメ「鬼

き

滅
めつ

の刃
やいば

」で有名になった「八
はち

幡
まん

竈
かま

門
ど

神社」を最終目的地に、約 1 時間 （約 3.5km） 
歩きました。

各地の活動
から
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2020年 活動賞報告

多様なボランティア活動
　活動賞報告の最後はボランティア活動や世代交

流活動です。受賞した活動の多くは、長い間地道

に取り組まれているものが多く、活動を通じて老

人クラブに対する認識が深まったり、地域の方々

とのつながりが広まっている様子を感じました。

　新型コロナウイルス感染拡大により、毎年の行

事が中止になったり、いつもの活動ができなくな

っているクラブや連合会も少なくありません。こ

こでは、令和元年度までの取り組みについて紹介

しています。

■地域の子どもを守る登下校時の見守り
栃木県下野市　西区共楽会

　朝の登校時に子どもたちが集合する場所 3 か所

に出向き、学校まで同行して見守りを実施してい

ます。下校時は、子どもたちの下校時間に合わせ

て学校から自宅付近まで同行しています。児童の

先頭と最後尾、そして車道側に立って、児童が車

道に飛び出したり、車に巻き込まれる事故を防ぐ

ように細心の配慮をしています。

　学校や警察署とも情報を共有して、防犯に向け

た対策を行っています。声かけを通じて子どもた

ちの交通ルールに対する意識も向上してきまし

た。活動は毎月 15 ～ 20 日程度、活動人数は多

い月は 200 名を越えます。活動を通じて、子ど

もたちと会員が顔見知りになり、子どもたちから

積極的に挨拶してくれるようになりました。

■すべての学年とふれあい学習を実施
　　大阪市中央区　高津豊寿会

　平成 15 年から地域の小学校と概ね月１回の割

合で、「ふれあい学習」の講師となって交流して

います。テーマは、1 年生―昔のあそび、2 年生

―折り紙、3 年生―昔の暮らし、4 年生―高津の

昔、5 年生―人と気持ちよく接するための礼儀作

法、6 年生―和室の掃除の仕方です。学習の前に

は、お手本を示す者として恥ずかしくないように、

それぞれのテーマで教えることを練習して臨んで

います。６年生からは、卒業前にこれまでの感謝

の言葉とともに、これからの決意を聞かせていた

だいています。こうした活動を通じて、子どもや

保護者と話をする機会が増えてきたことで、老人

クラブのことを知ってもらえる良い機会となっ

て、互いに助け合える関係に発展してきました。

学校まで同行し見守り／栃木県 毎年、 小学校に雑巾を寄贈／大阪市
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■世代を超えた 「じばこの文化祭」
岡山県　津山市老人クラブ連合会城西地区

　通称「じばこの文化祭」とは、「まちづくり協

議会」が行っている「じいちゃん・ばあちゃん・

子どもたちみんなの文化祭のことです。連合町内

会を中心に、老人クラブや地域団体が参加してい

ます。この文化祭は、平成 24 年度に老人クラブ

が地元の NPO の指導と協力を受けて開催した、

小学生や幼稚園児等との交流会が始まりです。２

回目からは地域文化の伝承と三世代交流を目的に

開催しました。餅つきや昔遊びの体験の他、地域

通貨を使った駄菓子コーナーも開催して、子ども

たちに大人気です。参加者数は年によって若干異

なりますが、スタッフを含め約 380 名になって

います。

　6 回目からは「まちづくり協議会」が実行委員

会を立ち上げて運営し、老人クラブからも複数の

会員が参画、遊びの伝承は中心的な役割を担って

います。こうした取り組みを通じて老人クラブ活

動も活発になり、会員増強運動では目標の 74 名

に対して 106 名を達成しました。

■ 30 年間、 町を彩る花壇の整備
徳島県阿波市　西林長寿クラブ

　平成元年に県道の整備により設置された花壇の

整備、管理を 30 年間にわたり続けています。花

壇のある県道は地域住民が常に利用しているとこ

ろで、一年中四季折々の花や木で花壇が彩られ、

地域住民からも感謝されています。活動の内容は、

草刈りや花や木の苗の植え付けや周辺の清掃作業

などです。長年、定期的に活動に取り組み、会員

が声をかけ合って誘い合い、常に 20 名程度が参

加し、閉じこもりや孤立防止にもつながってい

ます。

　また、クラブでは杖を作って寄贈しています。

きっかけは、高齢化がすすみ足腰の痛みを理由に

退会を申し出た会員に、地元の五三竹を加工して

杖を送ったところ「軽くて使いやすい」と評判に

なったことです。平成 29 年から取り組み、地域

の人たちにも配布しています。

参加者全員で準備体操／岡山県

四季折々の花や木で花壇を整備／徳島県
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世代を超えた仲間と取り組む 
環境整備

「地域には活躍してもらえる人材が多数いる。こ

の方々を中心として、高野地域を活性化したい」。

現在の会長、女性部長の郷土を愛する強い思いが

きっかけとなり、一年後の平成 27 年 3 月、高野

若駒クラブが結成しました。

基本理念は地域貢献。60 歳以上の方々が、今

まで培ってきた仕事・人生のノウハウを活かす場

となる活動を提供していこうと考えています。こ

うしたなか、力を入れているのが、地域の環境整

備と活性化です。町内会には、高野自主防災会と

高野交通安全協会、そして若い世代も参加して地

域活動に取り組む「愛郷会」があります。当会と

同時に結成しましたが、今では当会が主体となっ

て活動しています。

活動内容は、地区の環境整備の一環として、発

足時から仙北市高野牧場環境整備事業、平成 28

年から仙北地域振興局建設部道路ふれあい美化事

業など、道路沿いや集落の草刈りを行っています。

こうして、クラブの基本理念に賛同していただい

北から南から

た方々の参加と活動を通じて、老若男女に共に地

域の愛郷精神が育まれています。

地域と連携クラブの基本理念は 
地域貢献

　クラブでは、声かけ運動を普及しています。自

主防災会と交通安全協会と協働で声かけ安否確認

を行い、二重三重の見守りを行い、困りごとの相

談にも応じています（高齢者が多い地域はこれが

一番大事）。9 班体制で、友愛推進員が主にひと

り暮らしや高齢者世帯を対象に、週 1 回以上行っ

ています。活動は月ごとにまとめて会長に報告。

気になることがあれば、その都度対応しています。

　冬期間は、市内でも雪は少ない方ですが、例年

1m ほど積もります。除雪や排雪の相談が寄せら

れると、クラブで除雪機などを使って対応をして

います。雪下ろしも必要に応じてしますが、安全

対策を万全に、必ず数人で取り組むことにしてい

ます。

　設立時は 32 名でしたが、地域貢献活動に共感

して、クラブへの加入者が毎年増加していること

が会員にとっての誇りです。

（会長　藤原助一）

世代を超えた仲間と 
地域貢献

秋田県仙北市  高野若駒クラブ　●会員数 43名

環境整備事業に参加の仲間たち

牧場環境整備事業
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編纂委員会を立ち上げ資料収集

大江町尾口地区は世帯数 42 戸、高齢化率が

50% を超える由良川沿いにある小さな村です。

老人クラブへの加入状況は 70 歳以上ではほぼ

100% で、地区をあげてさまざまな活動を行って

います。

過疎化が進む中、忘れかけていた尾藤村の歴史

を語り継ごうと、平成 29 年、編纂委員会を立ち

上げました。歴史の好きな会員や統計データに詳

しい会員 4 名が中心となって、村民からの聞き

取りや、残された資料や碑文の収集に取り組みま

した。

そして、令和元年、3 年がかりで「語り継ぐ尾

藤口」（A4 判 28 ページ）ができあがりました。

内容は、村の誕生から、小学校や神社の沿革、地

域の由良川にかかる橋の情報、昭和 28 年の台風

被害など昔の新聞の掲載記事を紹介しました。会

員の手作りで冊子 100 部を作成して、市立図書

北から南から

館や小学校に寄贈するとともに、歴史の好きな人

などに配布しました。

さらに発刊を機に、住民に声をかけ「尾藤口を

語り継ぐ発表会」を 3 回開催しました。参加者

は子どもから大人まで、延べ 50 名を超えました。

発表会では、神社仏閣、碑文、人口統計など、4

名の担当がまず説明し、その後の座談会を通して、

戦前・戦後の産業や教育、災害や復旧など、村の

歴史を振り返ることができました。参加された大

江鬼の博物館館長や地元の郷土史家の方々は、出

来栄えに関心しておられました。

多様なクラブづくり

クラブでは、地域の美化活動や友愛訪問をはじ

め、レクリエーション委員 （2 名） が企画して、

バス旅行やスポーツ、サロンなど、さまざまな活

動を行っています。

特に、「藤ハーモニー合唱団」は、女性会員が

団長となり、村の中高年 21 名が参加しています。

他にも「案山子づくり」に取り組んでおり、先進

地の取り組みを調査研究して、地元のコンクール

や文化祭に出展するなど、多彩な活動を行ってい

ます。

（会長　藤田修市）

「語り継ぐ尾
び

藤
と う

口
く ち

」 の 
発刊

京都府福知山市大江支部  尾
び

口
ぐち

すこやか会　●会員数 30名

会員の手作りによる郷土誌

発表会で住民と交流
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　新型コロナウイルス感染症防止の関係で会議や研修会の中止が続くなか、

リモート会議 （研修会） ＊ に挑戦して、仲間とつながり会議や研修会を開催

した県老連の取り組みを紹介します。

＊インターネットなどのネットワーク機能を利用して遠隔地とつながる機能

▶リモート会議で仲間の笑顔に再会
静岡県老人クラブ連合会

　9 月、静岡県老連として初めての試みと

なる女性委員会正副委員長会議をリモート

会議方式で開催しました。参加者は正・副

委員長（7 名）。所属する市町老連事務局

と県老連をつないで実施しました。お互い

の顔を見ながら会議をすることができ、活

発な意見交換をすることができました。

　参加した委員からは、「今後、こういっ

た手法も検討してみる価値があるかもしれ

ない」という意見もありました。その後、

若手委員会政策幹事会（7名）もリモート

で開催。こちらは自宅のパソコンや自身の

スマートフォンを使って参加されるなど、

多様な参加形態となりました。

　市町老連のインターネット環境の調査で

は、課題も少なくありませんが、今回の取

り組みを通じて、リモート会議が手軽にど

こでも開催できることをリーダーの方々に

実感してい

ただき、県

内の皆さん

に報告する

ことができ

たと感じて

います。

▶遠くの仲間とつながるチャンス
山口県老人クラブ連合会

　山口県老連は昨年から「地域支え合い担

い手養成講座」 （4 回） を開催しています。

今年 10 月、講座の中で初めて神奈川県老

連とつないで、実践報告を行ってもらいま

した。山口県の会場に集まった参加者は

51 名。初めての体験でしたが大変好評で

した。

　主催した事務局は、「リモート方式は発

表者の移動の負担もなく、経費も抑えられ

るので、遠くの方でも直接話しを聞くチャ

ンスが広がったと感じています。一方で、

研修会をスムーズに運営するためには、主

催者、報告者双方のハード面・技術面が整

っていなければ実現は難しいと思いまし

た。今後、全国的にもこうした取り組みが

広がり、全国の老人クラブ間でリモートを

通じた交流という新たな活動につながるこ

とを期待します。

リモート会議、研修会に挑戦

山口県／中央は報告する神奈川県老連樋口恢作理事長
静岡県／初めての会議を役員も見学 

（沼津市老連）
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「いきいきチェック」 で、 
毎日の過ごし方を見直そう！

　毎日の過ごし方は、心とからだの健康につなが

っています。

「いきいきチェック」は、閉じこもりがちな生活

が気になる方々に、毎日の生活を見直して、元気

になってもらおうと考えて作ったものです。毎日

「いきいきチェック」ができるダイアリーは、友

愛活動で訪問先の高齢者に届けて活用されてい

ます。

　新型コロナウイルスの感染拡大が続き、外出機

会が減り、自宅で過ごす時間が増えた高齢者の健

康が、医師や関係者から心配されています。

　そこで、みなさんのクラブや連合会で会員に呼

びかけ、それぞれの暮らしのなかで、「いきいき

チェック」を使って健康づくりに取り組んでみて

はいかがですか？　集まる機会が少なくても、同

じ目標を掲げて、毎日の過ごし方をダイアリーを

使って記録してみませんか。ダイアリーには、項

目のポイント解説等も記載されています。

❶ 「よく眠れた」
気持ちよく目覚めましたか？

いきいきした生活が、快適な睡眠につながり

ます。

● 睡眠には、疲労を回復し、ストレスを解消

する働きがあります。

● 家でゴロゴロしていたり、早くから布団に

入ったり、いつまでも寝床にいると、かえ

って睡眠の妨げになります。

〈いきいきポイント〉

朝起きたら、朝日を浴びましょう。おひさ

まの光でからだもすっきり目覚めます。

注）外出や人と交流する際は感染防止に気をつけましょう。

いきいきチェック
❶ よく眠れた
❷ 朝食を食べた
❸ 歯磨きをした
❹ 身だしなみやおしゃれに気をつけた
❺ 体操や運動をした

❻ 外出をした
❼ 友人や近所の人と会話した
❽ ニュースや新聞を見た
❾ 身の回りの安全を心がけた
❿ 私のいきいき目標

単価 220 円（税込み）
＊ １冊の場合 440 円 
（税、 送料込み）
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どこに行くにも、誰と会うにも
マスクが欠かせなくなり、マス

クの着用は定着したように感じます。4～6月
頃には、マスクづくりに取り組んでいたクラブ
や連合会の情報を多く見かけましたが、最近は、
フェイスガードやマスクホルダー作製に取り組

んでいる記事を目にするようになりました。本
誌の表紙の写真も5月号から全てマスクをつけ
た写真となりました。笑顔が半分隠れているの
はとても残念なことですが、それでもみなさん
の「楽しい気持ち」が伝わってきて元気をいた
だいております。� （敦）

編集後記

●令和2年 12月10日発行（毎月1回10日発行）第482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
●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


