
第49 回 
全国老人クラブ大会報告号
令和2年 11月 17日・18日、山形県老人クラブ連合会

と共同主催にて開催する予定の「第49回全国老人クラブ
大会」は、新型コロナウイルスの感染拡大をふまえ中止
しました。しかし、大会要覧を作成、配布して、記録を
残すこととしました。
本号では、その一部をご報告します。
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年 頭 挨 拶
全国老人クラブ連合会 会長　清家  篤

　新年あけましておめでとうございます。

　全国の会員の皆様には、健やかに新年をお迎えになられたこと

とお喜び申しあげます。本年は、コロナ禍の収束とともに、希望をもち、人々が

前に向って、生活を送ることができる一年になりますようこころから祈念申し上

げます。

　現在、人の生命、とくに高齢者の生命を守るために、医療や介護・福祉を担う

エッセンシャルワーカーの皆様が日々現場での重責を果たしておられます。国民

一人ひとりが感謝の思いと敬意を表すことが本当に大事なことです。

　しかしながら、外出や交流の機会が減ったことによる高齢者の「フレイル（虚

弱）」や地域とのつながりが薄れているとの課題も指摘されています。日々、高

齢者は健康管理と運動で生活のリズムを整えつつ生活を送っていくことが必要

です。

　また、国がすすめる「地域包括ケアシステム」は、市町村や都道府県が取り組

む高齢者が住みなれた地域で自分らしい暮らしをいつまでも続けていくための

支え合う地域コミュニティづくりです。引き続き、高齢者の生活支援・介護予防

において多岐にわたる老人クラブの活動が果たしていく役割は大きく期待され

ています。

　さらに、高齢者や子ども、障害のある人々などあらゆる住民が、意欲と自らの

能力に応じて役割をもち、相互に支え合いながら、地域、暮らし、生きがいを共

に築き上げていく「地域共生社会」の実現においても老人クラブ組織が、主体的

に役割を発揮していくことが求められています。

　老人クラブは「のばそう健康寿命、担おう地域づくりを」のメインテーマのも

と、仲間づくりと健康づくり・生活支援活動を重点事業に取り組んでいます。コ

ロナ禍においても、感染予防対策を行い、「新しい生活様式」に基づいて、創意

工夫のもとフレイル予防に向けた健康づくりや地域住民による支え合い「新地域

支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）」への参加に取り組んでまいりま

しょう。

　新年にあたり、会員の皆様が健康にご留意され、老人クラブ活動の発展のため

に、一層ご活躍さされる一年となりますことをご祈念申し上げ、年頭のご挨拶と

いたします。
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新年にあたって
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長　笹子 宗一郎

　全国の老人クラブ会員の皆様、新年明けましておめでとうござ

います。

　日頃より、厚生労働行政への深いご理解と多大なご協力をいただいております

ことに厚く御礼申し上げます。

　特に昨年は、新型コロナウイルス感染症の発生という未曾有の事態において、

感染症拡大防止にご配慮いただきながら、明るい長寿社会の実現に向け、生きが

いや健康づくり、地域の支え合い活動の継続にご尽力いただいたことに深く敬意

を表します。

　さて、我が国では、人口減少や地域社会の変容が進む中で、2042年には高齢

者の人口がピークに達すると見込まれており、「健康寿命の延伸」や「地域包括

ケアシステムの構築」に向けた取り組みを継続しながら、誰もが元気に活躍し続

けることができる明るい社会の実現を目指す必要があります。その際は、認知症

は誰もがなりうるものですので、認知症の人が認知症とともに、地域においてよ

りよく生きていくことができるような地域づくりのほか、地域共生社会の実現と

も一体となった取り組みが重要と考えております。

　老人クラブ会員の皆様には、長きにわたり、見守り・安否確認・集いの場作り

といった友愛活動や多世代交流、文化の伝承など多様な活動を精力的に行って頂

いているところです。こうした取り組みは、高齢者も地域の支え手として参加し

つつ、高齢者の健康を維持し、地域全体での支え合いの輪を広げるものであり、

地域の貴重な財産です。コロナ禍ではありますが、「新しい生活様式」にも対応

した取り組みを模索しつつ、「健康・友愛・奉仕」の活動理念に則り、今後もよ

り一層活発に活動が行われますことを期待しております。

　最後になりましたが、これまでの経験や実績を活かし、老人クラブの活動が

益々発展されること、ならびに老人クラブ会員の皆様のさらなるご健勝とご多幸

を祈念致しまして、私からの新年の挨拶とさせて頂きます。
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●山形の「おもてなしの心」を全国へ
　要覧には、地元の取り組みも紹介しました。山

形県老連は大会を通じて県内の会員が全国の老人

クラブ会員と交流をはかり、クラブ活動の活性化

につなげたいと考えていました。また、運営にあ

たる係員を「おもてなしメイト」の愛称で統一し、

全国各地から参加される会員を温かく迎えようと

計画していました。しかし、中止となったため、

県内の全市町村から「おもてなしメッセージカー

ド」を集め、都道府県・指定都市老連に贈ること

にしました。

第 49 回全国老人クラブ大会
のばそう健康寿命、担おう！　地域づくりを

　令和２年11月 17日、18日、山形県山形市で

開催する予定の「第49回全国老人クラブ大会」は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止と全国から参

集されるみなさまの安全を考慮し、開催を中止す

ることといたしました。

　全国の仲間が集い交流することはかないません

でしたが、日頃の活動の成果を発表する機会を残

そうと要覧を作成して、「第49回全国老人クラ

ブ大会」の記録として残すことにしました。

●関係者から温かなメッセージ
　要覧は、二日間のプログラムに合わせて作成し

ました。式典に来賓としてお招きする予定だった

みなさまからのメッセージ、講演の公益財団法人

斎藤茂吉記念館館長・秋葉四郎氏の寄稿文、全老

連会長表彰を受章された方々（団体）を紹介しま

した。

　活動発表や舞台での実演を中心に開催する予定

だった活動交流部会は、誌上発表といたしました。

第１部会　地域支え合い活動を広げよう！

第２部会　�高齢者の健康づくり・介護予防活動を

地域に広めよう！

第３部会　演じる活動（舞台発表）

●特別寄稿「コロナ禍におけるフレイル予防」
　さらに特別寄稿として、北海道大学大学院歯学

研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室准教授

渡邊裕先生に、コロナ禍で大きな課題となってい

る「フレイル予防」について解説いただきました。

＊�特別寄稿の内容は、全国老人クラブ連合会のホ

ームページに掲載しています。
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　わが国では、少子高齢化が進み、人口減少が本格化するなかで、引き続き社会

の活力を維持・増進していくことが重要な課題となっています。

　そのため、国においては、高齢者や子ども、障害のある人々などあらゆる住民が、

意欲と自らの能力に応じて役割をもち、相互に支え合いながら、地域、暮らし、

生きがいを共に築きあげていく「地域共生社会」の実現に向け、法改正のもとに

取り組みをすすめていこうとの動きにあります。

　そのようななかで、高齢者の当事者団体である全国の老人クラブが、主体的、

積極的に社会参加を働きかけ、健康づくりや地域づくりに努め、貢献していくこ

とは、きわめて意義のあることです。

　とりわけ、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大という、かつて経験したこ

とのない災禍におかれている今日、感染防止のための「新しい生活様式」を取り

入れながら、創意工夫を凝らして多様なクラブ活動と互助活動を推進していくこ

とが期待されています。

　私たち老人クラブ会員は、「のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを」のメ

インテーマのもと、次の重点事項の実践を誓い、ここに宣言します。

一、�高齢者の社会参加を働きかけ仲間づくりの輪を広げます

一、�健康づくり・フレイル（虚弱）予防で元気高齢者をめざします

一、�友愛活動を基盤に新地域支援事業と連携した支え合い活動に努めます

一、�高齢者の尊厳が守られる諸制度・地域共生社会の実現をめざします

令和2年 11月 18日

第49回��全国老人クラブ大会

※�第 49回全国老人クラブ大会（山形大会）は、新型コロナウイルスの感染拡大をふまえ、
開催を中止することになりました。本大会宣言は、参加予定であった 1600名の老人
クラブ代表者の決議を得ることは叶いませんでしたが、主催団体の合意を得て公表す
ることとし、関係各方面への配布をもって採択があったものとさせていただきます。

宣　言
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　第49回全国老人クラブ大会につきましては、山形県老人クラブ連合会と協議のうえ、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大予防、全国から参集される皆様の安全を考慮し、開催を見合わせることといたしました。
　全国老人クラブ大会は、昭和47年に全老連設立10周年を記念して開催したのが始まりで、以降毎年度、
全国の都道府県・指定都市老人クラブ連合会にて開催してまいりましたが、中止するのは本大会が初めて
のことであります。しかしながら、このような状況下にあって、私たち老人クラブが社会的な要請に応え、
高齢者の当事者組織としてその範を示すことは、きわめて重要な意義があると存じます。
　人口減少と少子高齢化が進展するなか、全国の老人クラブでは、フレイル（虚弱）予防を柱とする健康
づくり・介護予防活動と、身近な地域の中で高齢者が相互に支えあう友愛活動を進めているところです。
　このコロナ禍において、いわゆる三密（密集、密接、密閉）の状態を避けながら、どのように活動を推
進していくのか。新しい生活様式が求められる今日、全老連といたしましては、専門家の知見とそれぞれ
の地域における取り組み事例を参考にさせていただきながら、今後の活動の進め方について、引き続きご
提案申し上げてまいりたいと考えております。
　本年度、表彰を受けられた皆様には、長年にわたり老人クラブの発展にご尽力されたご功績に深く敬意
を表するとともに、心よりお祝いを申し上げます。今後ともご自愛の上、老人クラブ活動の一層の推進に
お力添えを賜りますようお願いいたします。

「第49回全国老人クラブ大会」については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、やむを得
ず開催中止となりました。大変残念ではありますが、そのような状況においても、関係者の皆様の御尽力
により、山形大会を記念する要覧を作成されたことに心から敬意を表します。
本年は、新型コロナウイルス感染症による影響で、社会全体として外出や人と交流する機会が減少して
おり、高齢者の心身への影響も懸念されています。感染症防止対策を徹底しながら、地域で暮らす方々が
互いに支え合い、生きがいを感じながら生活していくことは、大変重要なことであります。
さて、我が国は、高齢化・長寿化が進展し、「健康寿命の延伸」は時宜を得た、大変重要な課題と考え
ています。厚生労働省においては、高齢になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることがで
きるよう、医療や介護、生活支援等を包括的に確保する「地域包括ケアシステム」の構築を実現するべく
取り組んでまいりました。その中では、高齢者の社会参加を進めることも大きなテーマとなっています。
さらに、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって日常生活を過ごせる社会を目指すことが
必要です。厚生労働省では、認知症の人や家族の視点を重視しながら関連施策を強力に推進していくこと
としていますが、地域における支援体制の強化は欠かせません。
老人クラブで活動される皆様は、多様な活動を通して、健康寿命の延伸に向けた取り組みも率先して進
めていただいており、このような活動がさらに活発に行われますことを期待しています。

新しい生活様式のなかで
今後の活動の進め方を提案

公益財団法人 全国老人クラブ連合会 会長　清家  篤

健康寿命の延伸に向けた
取り組みに期待

厚生労働大臣　田村 憲久

挨 拶

祝 辞
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このたびは大会の開催が中止となり、皆様を本県にお迎えすることができませんでしたが、本県には誇
るべき美しい自然、歴史・文化、美食・美酒がたくさんあります。御来県を心よりお待ちしております。
さて、令和元年10月1日現在、日本の高齢化率は28.4%、また本県の高齢化率は、この数値を更に上
回る33.4%で、実に県民の3人に１人が高齢者という全国有数の高齢県となっております。
こうした状況を踏まえ、本県では、一人ひとりが生涯にわたって健やかで心豊かに暮らすことができる
地域社会の実現を目指し、「みんなで取り組む健康長寿県やまがた推進条例」を制定し、「健康長寿日本一」
を目指した取組みを展開しております。老人クラブは、スポーツや文化活動をはじめ、見守りや生活支援
などの様々な活動を実施されております。今後とも、高齢者の生きがいと健康づくりを進められるととも
に、地域の高齢者を支える担い手としても御活躍いただくことを期待しております。

全国約520万人の会員の方々は、文化・スポーツを通じた健康活動、高齢者の見守りや集いの場づく
り等の友愛活動、街の美化等の奉仕活動を中心に、幅広い活動に取り組まれております。高齢者の健康づ
くりや地域づくりに多大なる貢献をいただいておりますことに、深甚なる感謝を申し上げます。
山形市では、「健康医療先進都市」の実現に向けて、「年齢を重ねても健康でいきいきと暮らせるまちづ
くり」を重点政策とし、介護予防と生きがいづくりを推進するための各施策に取り組んでおります。
老人クラブの皆様による幅広い活動は、個々の生きがいづくりを超えて、支え合いの輪を広げ、地域共
生社会の実現に大きく寄与するものであります。皆様方には今後とも、関係機関と連携していただきなが
ら、活動をより一層活性化され、地域社会を牽引してくださいますようお願い申し上げます。

地域の高齢者を支える
担い手として期待

山形県知事　吉村 美栄子

個々の生きがいづくりを超え、
地域社会を牽引

山形市長　佐藤 孝弘

祝 辞

このたび栄えある表彰を受けられました皆様、誠におめでとうございます。これまでの御功績に対し、
あらためて敬意を表しますとともに、今後の更なる御活躍を御期待申し上げます。
厚生労働省が発表した令和元年の日本人の平均寿命は、女性が87.45歳、男性が81.41歳となり、今
後も緩やかに延びると見込まれております。これからの高齢社会を考えるとき、高齢者が互いに支え・励
まし合いながら、楽しみを共にし、長寿の喜びを実感できる地域社会を形成することが大変重要でありま
す。各地域の老人クラブでは、シニアスポーツや趣味・サークル活動を通した仲間づくりのほか、幅広い
ボランティア活動など、地域を豊かにする活動に取り組まれ、地域で支え合う環境づくりに大きな役割を
果たされております。今後とも、地域共生社会の実現に向けて御活躍いただくことを御期待しております。

地域を豊かにする活動、
地域共生社会の実現に向けて

山形県議会議長　金澤 忠一
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育成功労表彰 （118 名）
芳川  政雄 北海道老人クラブ連合会副会長

嶋村  正二 北海道老人クラブ連合会評議員

林　  和子 前���北海道老人クラブ連合会副会長

村野  新助 札幌市老人クラブ連合会常任理事

中村  敏男 札幌市老人クラブ連合会常任理事

齋藤  昇一 青森県老人クラブ連合会会長

大川  雄弘 藤崎町老人クラブ連合会理事

鈴木  夘造 岩手県老人クラブ連合会理事

髙𣘺  與一 前���岩手県老人クラブ連合会理事

笠原  吉信 大崎市老人クラブ連合会副会長

守田  敏子 前���仙台市老人クラブ連合会理事

山本  明宏 仙台市老人クラブ連合会副会長

高坂    浩 秋田県老人クラブ連合会理事

佐藤  昭一 秋田県老人クラブ連合会理事

岸部    滋 山形県老人クラブ連合会副会長

古瀬  英子 東根市老人クラブ連合会副会長

金子  定雄 前���福島県老人クラブ連合会会長

村上    久 前���小野町老人クラブ連合会会長

圷　    浩 茨城県老人クラブ連合会理事

宮内  俊雄 茨城県老人クラブ連合会理事

髙塚  留藏 茨城県老人クラブ連合会理事

木村  章穂 前���栃木県老人クラブ連合会理事

田崎  フジ さくら市いきいきクラブ連合会監事

猪瀬  憲一 高崎市長寿会連合会会長

四辻     榮 桐生市老人クラブ連合会会長

大根  叢一 銚子市シニアクラブ連合協議会会長

谷平    稔 前���成田市高齢者クラブ連合会会長

石川  恒夫 前���一宮町つくも会会長

名取  信子 千葉市老人クラブ連合会理事

内藤  治誠 小金井市悠友クラブ連合会会長

柴﨑  金勝 前���府中市シニアクラブ連合会会長

西村    力 福生市老人クラブ連合会会長

安藤  正義 神奈川県老人クラブ連合会副理事長

関　  伴治 座間市老人クラブ連合会会長

中野  文雄 横浜市老人クラブ連合会評議員

笹生    登 横浜市老人クラブ連合会評議員

植木  哲夫 川崎市老人クラブ連合会評議員

布施  年一 川崎市老人クラブ連合会評議員

相馬  範夫 前���新潟県老人クラブ連合会監事

木間  美也子 富山県老人クラブ連合会監事

中島  ひろ子 前���黒部市老人クラブ連合会理事

田屋  咲子 前���小矢部市長寿会連合会副会長

森  金太郎 元���小松市老人クラブ連合会会長

西川  征男 福井県老人クラブ連合会評議員

原  智津榮 元���美浜町老人クラブ連合会会長

浅利  勝往 山梨県老人クラブ連合会会長

石原  千鶴 前���昭和町いきがいクラブ副会長

下川  辰男 前���白馬村シニアクラブ会長

宮下  静雄 前���千曲市老人クラブ連合会会長

柘植  弘成 岐阜県老人クラブ連合会副会長

西口  義郎 岐阜県老人クラブ連合会監事

富田  秀造 前���岐阜県老人クラブ連合会理事

大嶋  淑嗣 前���静岡県老人クラブ連合会副会長

藤田 かつ太郎 静岡県老人クラブ連合会副会長

永田  重郎 前���静岡市老人クラブ連合会会長

浅井  一志 愛知県老人クラブ連合会副会長

磯村  釼治 西区老人クラブ連合会会長

清水    宏 中川区老人クラブ連合会会長

小林  庄藏 三重県老人クラブ連合会副会長

田中  みわ子 三重県老人クラブ連合会副会長

小島  四郎 前���滋賀県老人クラブ連合会理事

中   かず子 甲良町老人クラブ連合会副会長

谷     義治 京都府老人クラブ連合会監事

野口     勉 大阪府老人クラブ連合会評議員

大屋  俊男 大阪府老人クラブ連合会理事

大野  敬二 大阪市老人クラブ連合会監事

生島  一夫 大阪市老人クラブ連合会副理事長

靍谷  衣江 堺市老人クラブ連合会副会長

増田 賢藏 高砂市老人クラブ連合会会長

栢本  信也 三木市老人クラブ連合会会長

小松  景子 相生市高年クラブ連合会会長

後藤    徹 川西市老人クラブ連合会会長

小高    亨 大和郡山市高友クラブ連合会会長

中村  康雄 香芝市ふたかみクラブ連合会会長

下坊  陽規 伊都郡老人クラブ連合会副会長

岩本  恒久 前���西牟婁郡老人クラブ連合会理事

打越  松次 境港市ことぶきクラブ連合会理事

松本     功 境港市ことぶきクラブ連合会理事

岡村    省 元���津和野町老人クラブ連合会会長

高橋  重逸 前���岡山県老人クラブ連合会副会長

延原  清士 前���赤磐市老人クラブ連合会副会長

浅尾  澄次 岡山市老人クラブ連合会副会長

川口  鈴江 広島県老人クラブ連合会副理事長

全国老人クラブ連合会会長表彰　受章者名簿
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鷲尾    實 三次市老人クラブ連合会会長

石﨑  哲哉 広島市老人クラブ連合会評議員

脇本  宏子 西区シニアクラブ連合会副会長

中村  勝一 山口県老人クラブ連合会副会長

小泉  雅子 山口県老人クラブ連合会評議員

中西    勉 徳島県老人クラブ連合会評議員

天羽    敏 北島町老人クラブ連合会役員

藤井  可郭 前���香川県老人クラブ連合会副会長

岡野  英二 愛媛県老人クラブ連合会副会長

濱田  正明 西予市老人クラブ連合会理事

湯地  康夫 前���高知県老人クラブ連合会理事

島﨑  義幸 高知県老人クラブ連合会理事

森    謙策 嘉麻市老人クラブ連合会会長

橋本  幸夫 岡垣町寿会連合会副会長

太田  東機 前���吉富町寿会連合会会長

井上    敞 北九州市老人クラブ連合会常任理事

山本ミチ子 北九州市老人クラブ連合会理事

矢島   武利 福岡市老人クラブ連合会理事

柴田     宏 福岡市老人クラブ連合会理事

内田  泰久 前���唐津市老人クラブ連合会理事

平井ヤス子 前���みやき町老人クラブ連合会理事

近藤  正治 長崎県老人クラブ連合会理事

寺田  道子 前���南島原市老人クラブ連合会副会長

山崎  義勝 熊本県老人クラブ連合会理事

水永  郁代 熊本県老人クラブ連合会理事

小野  信親 水上村老人クラブ連合会会長

柳    英明 大分県老人クラブ連合会理事

二野瀬藤男 杵築市老人クラブ連合会会長

中武  武明 宮崎県老人クラブ連合会評議員

甲斐カズ子 西米良村老人クラブ連合会副会長

畠田  良信 鹿児島県老人クラブ連合会監事

桑原  武夫 前���枕崎市老人クラブ連合会会長

白石  武治 沖縄県老人クラブ連合会顧問

神里  博武 前���沖縄県老人クラブ連合会評議員

森       博 ブラジル日系熟年クラブ連合会管理理事

優良老人クラブ表彰 （51 団体）
北海道古宇郡泊村 泊慶寿会
札幌市南区 藻岩下藻寿会
青森県八戸市 洲先町老人クラブ清明会
岩手県一関市 東中田喜楽会
仙台市若林区 八軒げんき会
秋田県雄勝郡羽後町 軽井沢長寿会
山形県東村山郡中山町 金沢老人クラブ白寿会
福島県大沼郡昭和村 野尻長寿会

栃木県那須塩原市 南赤田福寿会
埼玉県深谷市 長在家東福寿会
埼玉県川越市 南通町寿会
埼玉県上尾市 いきいきクラブ新田会
千葉県印西市 木下東皐月会
神奈川県相模原市 ひかわ会
横浜市旭区 若葉台くぬぎ会
新潟県上越市 鶴亀会
新潟市北区 緑会
富山県滑川市 東加積地区長生会
富山県小矢部市 宮島長寿会
福井県越前市 住吉町シニアクラブ
長野県下伊那郡豊丘村 豊丘村福島高齢者クラブ福寿会
岐阜県大垣市 林町第二慰老会
岐阜県飛騨市 杉崎光寿会
静岡県磐田市 藤友会
愛知県江南市 飛高第二白寿会
愛知県豊橋市 平岡区老人クラブ若竹会
名古屋市名東区 本郷第二すみれ会
三重県度会郡玉城町 玉城苑老人クラブ
滋賀県犬上郡甲良町 甲良町下之郷老人クラブ壽福会
京都府久世郡久御山町 佐山楽友会
大阪府交野市 幾野星友クラブ
大阪市西成区 岸里和楽会
兵庫県神崎郡福崎町 余田老人クラブ
兵庫県朝来市 玉置ときわ会
岡山県真庭市 湯南クラブ
広島県安芸郡海田町 百組寿クラブ
広島市西区 井口シニアクラブ第一明青会
山口県下関市 下村真和会
徳島県三好郡東みよし町 東みよし町昼間長生会
高知県四万十市 藤ノ川老人クラブ寿会
福岡県みやま市 上庄老人クラブ上庄長命会
福岡市博多区 堅粕みどり会
佐賀県鳥栖市 三島町長寿会
長崎県佐世保市 赤坂陽光クラブ
長崎県大村市 松並福寿会
大分県佐伯市 新女島楽生会
宮崎県宮崎市 祇園鶴友会
鹿児島県鹿児島市 宮川南高年者睦会
鹿児島県鹿児島市 平川長寿会
沖縄県那覇市 繁多川繁友会
ブラジルサンパウロ州
インダイアツーバ市 インダイアツーバ親和会
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優良老人クラブ連合会表彰 （57 団体）
北海道 小樽市老人クラブ連合会
北海道 北見市老人クラブ連合会
青森県 田舎館村老人クラブ連合会
岩手県 水分地区老人クラブ連合会
宮城県 大崎市松山老人クラブ連合会
宮城県 蔵王町老人クラブ連合会
仙台市 太白区長町地区老人クラブ連合会
秋田県 北秋田市老人クラブ連合会
山形県 鶴岡市老人クラブ連合会羽黒支部
福島県 川内村老人クラブ連合会
茨城県 常陸太田市老人クラブ連合会
茨城県 那珂市高齢者クラブ連合会
茨城県 茨城町高年者クラブ連合会
栃木県 野木町老人クラブ連合会
群馬県 高崎市長寿会連合会片岡地区長寿会連合会

群馬県 前橋市老人クラブ連合会 
  岩神地区老人クラブ連合会

東京都 小平市高齢クラブ連合会
東京都 稲城市みどりクラブ連合会
東京都 檜原村高齢者クラブ連合会
神奈川県 三浦市老人クラブ連合会
横浜市 鶴見区老人クラブ連合会
新潟県 阿賀町老人クラブ連合会
富山県 舟橋村老人クラブ連合会
石川県 西南部シニアクラブ連合会
福井県 順化健康クラブ連合会
山梨県 上宿シニアクラブ連合会
山梨県 笛吹市シニアクラブ連合会
長野県 塩尻市友愛クラブ連合会
岐阜県 恵那市壮健クラブ連合会
静岡県 函南町老人クラブ連合会
愛知県 日進市老人クラブ連合会
愛知県 豊根村老人クラブ連合会
名古屋市 緑区老人クラブ連合会
三重県 大台町高齢者クラブ連合会
滋賀県 湖南市老人クラブ連合会
大阪府 田尻町長友会連合会
大阪市 旭区老人クラブ連合会
兵庫県 たつの市老人クラブ連合会
兵庫県 丹波篠山市老人クラブ連合会城東支部
奈良県 東吉野村老人クラブ連合会
岡山県 西粟倉村老人クラブ連合会
広島県 呉市老人クラブ連合会
広島市 二葉の里地区老人クラブ連合会

山口県 富岡地区老人クラブ連合会
徳島県 海陽町老人クラブ連合会
香川県 坂出市老人クラブ連合会
香川県 善通寺市東部福寿会
高知県 いの町老人クラブ連合会
福岡県 春日市シニアクラブ連合会
福岡県 大木町老人クラブ連合会
北九州市 八幡西区陣山老人クラブ連合会
福岡市 西戸崎校区海の中道クラブ連合会
熊本県 和水町老人クラブ連合会
熊本県 小国町老人クラブ連合会
熊本県 湯前町老人クラブ連合会
大分県 大南地区老人クラブ連合会
宮崎県 木城町老人クラブ連合会

永年勤続表彰（17 名）
渥美  竜子 北海道根室市老人クラブ連合会主査

永原  姫末 北海道根室市老人クラブ連合会主任

我妻  智恵 北海道滝川市老人クラブ連合会会計担当者

齊藤    朗 北海道奥尻町老人クラブ連合会事務局長

山本  啓太 北海道寿都町老人クラブ連合会係長

金澤  克久 北海道下川町老人クラブ連合会事務局長

神田  靖子 北海道宗谷地区老人クラブ連合会事務局長

増子  昌寛 北海道滝上町老人クラブ連合会事務局職員

原田  知美 北海道胆振地区老人クラブ連合会幹事

齊藤  芳一 山形県尾花沢市老人クラブ連合会事務局担当

古澤  智栄子 山形県西川町老人クラブ連合会事務担当

金田  睦美 山形県白鷹町老人クラブ連合会担当係長

田中  暁子 群馬県高崎市長寿会連合会主任事務員

菅谷  千恵美 横浜市南区老人クラブ連合会事務職員

名井  正子 広島県三原市老人クラブ連合会事務職員

赤木  ひとみ 長崎県平戸市老人クラブ連合会事務局長

山元  文明 前���鹿児島県曽於市長寿クラブ連合会�
財部支部事務局長
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　昭和43年に開館した山形県上山市の斎藤茂吉

記念館の館長を務めて十数年になります。私自身、

一歌人として短歌に関わってから半世紀以上にな

り、茂吉の優れた門人である佐藤佐太郎に師事す

ることができました。

　斎藤茂吉は、70年の生涯に一万五千首以上の

短歌を残しており、生きている喜びを感じさせ、

生きる力を与えてくれる作品が少なくありませ

ん。ここに、いくつかの作品をご紹介し、完成度

の高い芸術性から、生きる勇気を感じていただき

たいと思います。

あかあかと一本の道とほりたり
たまきはる我が命なりけり� 「あらたま」�収載

　青年時代、自身の進むべき未来を見据えた歌で

す。彼にとっては医学と作歌の道がひときわ明る

く、命そのままに続いているという潔い覚悟が感

じられます。読者の我々にも、快い共感を沸き起

こさせてくれます。

最上川の上空にして残れるは
いまだうつくしき虹の断片� 「白き山」�収載

　虹を、美しく、鮮やかに表現した歌です。半円

弧の虹がやがて断片となったとき、その美しさは

変わらず、むしろ強調されて最上川の上に見えて

います。この歌に表現された高い芸術性には、人

を励ます力があります。

みづからの落
おち
度
ど
などとはおもふなよ

わが細胞は刻々死するを� 「白き山」�収載

　高齢になれば、だれでも物忘れなどが多くなり

ます。それは人間として脳細胞が刻々死滅し減っ

ていくためで、自身の努力不足などではない。老

いても堂々と生きたまえと言う茂吉の声が聞こえ

講演

高齢時代と茂吉の歌—生きることを支える抒情詩短歌
公益財団法人�斎藤茂吉記念館館長　秋葉 四郎

てくるようです。自らを鼓

舞して詠嘆したのでしょう

が、読む者も、老い衰える

ことを恐れなくてもよいの

です。

茫々としたるこころの中にゐて
行くへも知らぬ遠のこがらし� 「つきかげ」�収載
　意識がぼうぼうとする日があり、そういう自身

を凝視している歌です。おそらく郷里の上山、蔵

王の裾野の山々を吹く木枯らしを詠んでいます。

ここに、崇高で厳粛な生き方が感じられます。こ

うした歌に共感したり、あらためて自身の生きる

現実に思いを巡らすのが、心豊かに生きることに

繋がると私には思えるのです。

一向に澄みとほりたるたましいの
ゴオホが寝たる床をみにけり
　大正時代にヨーロッパに留学した茂吉は、ヴィ

ンセント・ヴァン・ゴッホにも関心を寄せ、ゴッ

ホが晩年を過ごしたオーヴェールを訪ねていま

す。この地で茂吉が署名した芳名録に即詠歌が残

されており、平成29年に日本を巡回したゴッホ

展で公開されています。この展覧会では、茂吉記

念館に収蔵している、ゴッホの向日葵の絵を詳細

にメモした手帳も展示されました。

　最後に、私が館長を務める斎藤茂吉記念館をご

紹介します。創立五十年を迎えた記念館は、大規

模な改修を経てエレベーターの設置などバリアフ

リーも進めました。茂吉のご遺族、資料収集家の

ご遺族からの寄贈もあり、どこよりも充実した資

料が揃っています。多くの方に見てもらい、活用

してもらいたいと努めています。



月刊『全老連』

12

2021. 1

　この部会では、昨年実施されたみずほ教育福祉

財団の助成事業「地域支え合い応援事業」に参加

した市町老連の取り組みを報告しました。

● “ 支え合いの心 ” を育む場づくり  
（山形県大石田町老人クラブ連合会）

　町は冬になると2メートル近くの雪が町全体を

覆う豪雪地帯で、日常生活での地域支え合いはと

ても重要ですが、近年、支え合いの手が行き届か

なくなることも見受けられるようになりました。

そこで、地域ごとに計画を立てることにしました。

そのひとつ庚申町老人クラブは、ひとり暮らし

高齢者を中心に「健康づくりサロン」を月1回実

施。冬期間は友愛訪問や除雪作業にも取り組みま

した。

●見守り訪問活動で安心・つながり・活力アップ 
（和歌山県有田市老人クラブ連合会）

　港地区では、地図を使ってひとり暮らしの状況

を把握し、社会福祉協議会の協力を受けて、対象

者は「誰を見守るか」役員で話し合いました。実

施前に民生委員と合同会議を行ったところ「見守

りの目が増えることはありがたい」と言ってもら

いました。今後は定期的（年2回）に意見交換の

場をもつようにしています。現在は、訪問回数を

減らしたり、感染を恐れて訪問を断られる方には、

外から日常生活の様子を気にかけるようにしてい

ます。

●地域支え合い 「たすけあい・みずぐるまの会」 
の取り組み （山口県萩市老人クラブ連合会）
　江向４区新生会は、活動に先立ち町内会の総会

で報告して、全戸の「困りごとアンケート」を実

施。活動の必要性を感じました。利用料は30分

の活動に対して100～ 500円のチケット制にし

ました。年の実績は7件、ゴミ出し、草抜き、板

塀の修理、薬の受け取り等の依頼がありました。

◆お互い様精神のまちづくり  
（�山形県地域包括・在宅介護支援センター協議会

理事　藤橋佳代子）

「お互い様の精神」のルーツは、地縁にもとづく

近所づき合いによって構築されていました。こう

した伝統や文化の継承といった点で、地域におけ

る老人クラブの役割は大きいです。

「地域の新たな支え合い」に向けて、より多くの

人が老人クラブに通い、知識・経験・活力を活か

した取り組みの充実が期待されています。

地域支え合い活動を広げよう！
第 1 部会

和歌山県
有田市

山形県�
大石田町

山口県�
萩市
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●地域のための “ 健康づくり活動 ”  
（山形県酒田市老人クラブ連合会平田支部）

「健康づくり推進員」となった若手委員2名が、

巡回指導等を交えて「いきいきクラブ体操」を普

及。月1回開催の「健康づくりリーダー養成セミ

ナー」では、「健康づくり」を広く捉え、栄養学

や呼吸法、心の健康、救命法などを学習。その後、

若手委員会が地域包括支援センターの協力を受

け、健康づくり教室を月2回開催しています。（令

和2年度は中止）

●新型コロナウイルス感染症拡大とフレイル予防
活動 （千葉県浦安市老人クラブ連合会）
　3月 3日から浦安市の指導を受けて、全ての活

動が自粛となりました。5月、生活不活発病予防

の観点から活動再開の必要性を市に訴え、市長も

交えて話し合いを行いました。その後、協議を行

い全18項目による注意事項を作成、6月1日か

ら老人クラブ会館での茶話会、単位クラブの屋外

活動等、部分的に活動を再開、月半ばに再度話し

合いを行い、活動を拡大しました。

●いきいき 100 歳体操でフレイル予防！  
（佐賀県玄海町老人クラブ連合会）

「地域支え合い」の一環として、二つの地区で�

①健康づくり「いきいき100歳体操」の実施と、

②多様な集いの場づくりに取り組みました。体操

を継続して実施するために、サポーターを育成、

開催時間を 80歳代の多い地域は昼間、70歳前

半の団塊の世代が多い地域は夜間に実施していま

す。現在は手洗い、マスクの着用など、感染防止

に注意して取り組んでいます。

◆健康づくりの秘訣　集い、 笑うこと
（�山形県立保健医療大学保健医療学部理学療法

学科�講師　丹野克子）

参加者の立場に立った活動計画、健康のための

社会参加、「みんなで集まり、笑う」というモッ

トー（山形県酒田市平田支部）は、健康づくりの

カギとなる素晴らしい目標です。高齢期にあるみ

なさんが集い、笑い、いきいきと過ごされている

姿は、次世代の良い手本となります。これからも

活動を通して、身体・心理・社会の３つが調和さ

れた健康を持続していただきたいと思います。

高齢者の健康づくり・介護予防活動を 
地域に広めよう！

第 2 部会

山形県�
酒田市

千葉県�
浦安市

佐賀県
玄海町
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　舞台発表を見ることができませんでしたが、活

動について誌上発表を行いました。

●ステップ！ステップ！ステップ！ （舞踊）  
（青森県藤崎町老人クラブ連合会）

　部員の平均年齢は73歳、ほとんどがリンゴ農

家です。活動は月2回、冬場は昼間、農繁期の夏

場は午後7時～9時に行っています。地域に伝わ

る「俵積み唄」の継承も行っています。

●震災を乗り越え、女性会員が輝ける活動とし
て！ （舞踊） （仙台市泉区老人クラブ連合会）
　東日本大震災で被災した方々を励まそうと、地

元の民謡を踊ったことがきっかけとなり、毎年新

しい踊りに取り組み発表する醍醐味を味わってい

ます。会員の団結力が新しい活動への原動力にも

つながっています。

●若き日に浸ってファッションショー （秋田県大
仙市南外地域老人クラブ連合会女性委員会）

　国の有形民族文化財「秋田南外の仕事着」や文

化をたくさんの人に知ってもらいたいと応募しま

した。寸劇を交えた当時の農村を再現した懐かし

のステージに立ち、「若き日に浸って心が揺さぶ

られた」と言う会員もいます。

●「『笛吹沼の伝説』異聞」～音と語りでつづる民
話劇 （山形県新庄市老人クラブ連合会）
　老人クラブのPRを目的に平成27年「きらら

歌謡団」として発足しました。全国大会に向けて、

民話の演劇に挑戦することになり、現役の劇団員

が演出を行い、「朗読劇」に取り組むことにしま

した。

●舞踊寸劇「ぼけたらあかん　長生きしなはれ」 
（千葉県印西市六軒五月会）

　杉良太郎の歌を使った舞踊寸劇。参加人数は

31名、男女 10名が両手に鳴子をもって元気い

っぱい踊り、その他の会員が寸劇を披露します。

目標に向かって活動することが会員の元気の源と

考え、大会への応募を決めました。

演じる活動

青森県藤崎町

仙台市�
泉区

秋田県�
大仙市

千葉県�
印西市

山形県�
新庄市

第 3 部会
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開催県会長挨拶

全国の仲間へ、 おもてなしメッセージカード 1,031 枚

「おはようございます。ようこそ紅花の里山形に
おいでいただきまして、ありがとうございます。」
とあいさつをする予定でお待ち申しあげておりま
した「第49回全国老人クラブ大会」は、このた
びの新型コロナウイルス感染症の流行拡大とそれ
に伴う社会情勢等を受けまして、残念ながら中止
を決断するに至りました。
　全国各地からご参加いただく方々を前にしての
ごあいさつができなくなりましたが、多くの皆様
方からは山形大会を楽しみにしていたのにと温か
いお言葉や激励をたまわり、大会要覧の発行に代
えていただきましたことは、第49回の中で山形
大会は最も記憶に残り語り継がれていくのではな
いかと思っております。
　この大会では「のばそう！健康寿命、担おう！
地域づくりを」をメインテーマに３つの活動テー

　大会の開催に向けて、山形県老連では地元

の文化や風習を取り入れた「おもてなし」で

全国の仲間を温かくお迎えしようと予定して

いました。

　しかし、大会が中止となったため、活動内

容を変更して「おもてなしメッセージカード」

を贈ることにしました。山形が誇る「花笠」「さ

くらんぼ」「ラ・フランス」「将棋駒」を印刷

したカードを市町村老連に送り、メッセージ

を書いてもらいました。「おいしいものを食

べに、山形へ来てけらっしゃい！」「コロナ

に負けないで、みんなの笑顔を守りましょう」

など、観光を PRするメッセージや互いに励

まし合うメッセージが書かれていました。

　市町村老連から届いたカー

ドは全部で 1,031 枚。山形市

老連女性委員会が一つずつ点

検して紅花の種を入れた小袋

を貼付して仕上げ、大会資料

といっしょに都道府県・市老

連に届けられました。

マにより全国各地で取り
組んでおられます実践事
例を学び合い、そして何
よりもその出会いと交流
は、私たち山形県内の会
員はもとより県民にとり
ましてもかけがえのない貴重なものであり、本県
の老人クラブ組織の活性化と発展につながるもの
と大いに期待していたところでもあります。
　結びに、現在はコロナ禍の影響もあり、老人ク
ラブ活動に限らず生活全般においても困難な時を
迎えておりますが、一日も早く終息し平穏な生活
を取り戻し脈々と築き上げてきた活動を地域の財
産として、新しい生活様式の中においても、諸先
輩方の思いと英知を結集し受け継いでいかなけれ
ばならないと考えております。

 山形県老人クラブ連合会会長　亀谷 千代子

カードの点検をした後、�紫外線で殺菌
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新型コロナウイルス感染防止の
啓発と合わせて、自治体やマス

コミでは高齢者のフレイル予防に向けた呼びか
けが行われています。厚生労働省が運営するサ
イト「集まろう通いの場」では、日本地図の「ご
当地体操マップ」を掲載して、全国の自治体が

考案したご当地体操を紹介し、「月間再生回数
ランキング」を発表しています。旅行に行けな
い今、旅行気分で、ご当地体操に挑戦してみて
はいかがでしょうか。本年もよろしくお願いし
ます。
� （敦）

編集後記
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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


