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全町避難から避難指示が解除されて 5 年半、町には
約 6 割の住民が戻ってきました。老人クラブは現在 6 ク
ラブ、298 人の会員がいます。

手作り人形で
友愛の思いを
届ける
福島県
楢葉町老人クラブ連合会

女性部は昨年 8 月、勉強会でタオルと輪ゴムを使った
「熊ちゃん」の作り方を学び、2 時間で 100 個作成。町
のスポーツ協会のイベントの参加者に配られました。
11 月には「ニュースポーツルール講習会」を開催し、
囲碁ボールとボッチャを体験。12 月、震災前から取り組
んでいる「年末友愛訪問」に、女性部がタオルの「熊ち
ゃん」にメッセージとカイロを添えた手土産を作り、地
区の役員が 48 名のひとり暮らしや高齢者世帯の会員に
届けました。
さらに、10 年間、福島県老連に「おいしい支援」
（令
和 2 年玉ねぎ 600kg）を続けて下さった兵庫県老連にも
お礼の気持ちの「熊ちゃん」を送りました。
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老人クラブが取り組む

暮らし支え合い

高齢になると、今まで簡単にできたことができなくなったり、一人暮らしになって感じる不便さ
などが、生活の負担になってきます。これまでは、会員が個人的に対応することも少なくありませ
んでしたが、高齢者誰もが抱える課題、高齢化が進む地域の課題として、クラブ活動として、地域
と連係しながら取り組むクラブや連合会があります。
本号では、令和 2 年度の活動賞受賞団体の中から暮らし支え合い（生活支援活動）取り組みを紹
介します。

※「北から南から」も「生活支援活動」を紹介しています。

見守り訪問活動で聞く困りごとに応える

「一寸お助け」活動

しも ご かん

群馬県安中市 下後閑西部長寿会

いかるがちょう

奈良県斑鳩 町 錦会

約 10 年前から一人暮らしの会員を中心に、週

●出前講座と協力者募集

2 回の見守り活動を行っています。活動を重ねて

平成 30 年 6 月から錦ヶ丘自治会内の老人クラ

いくうちに、顔の見える関係から信頼関係が生ま

ブ錦会と小地域福祉会錦和会の両会長が協力し

れ、日常の困りごとなどを聞く機会が増え、必要

て、業者に依頼するほどでもない、ちょっと（一

に応じて「生活支援活動」を行っています。内容

寸）した困りごとを助ける生活支援活動を開始し

は、買い物代行、通院の手伝い、庭の清掃、草む

ました。

しり（要望が多い順）です。

活動開始にあたり、斑鳩町社協に依頼して「生

活動は、幹事 8 名が行っており、月 1 回集って、

活支援サポーター養成講座」
（出前講座／計 3 回）

訪問時の状況や今後の取り組みについて情報交換

を開催し、延べ 85 名が参加しました。さらに、

を行い、地元の区長にも報告し、情報の共有につ

自治会員に活動内容を周知する際に、
「特技や免

とめています。今年度は、新型コロナウイルス感

許を持って、
この程度なら応援できる」協力者（友

染拡大防止のため活動は控えていましたが、状況

愛活動員）の募集を行ったところ、大工仕事、刃

が良くなれば再開する予定です。

物砥ぎ、各種修理、料理、植木の選定、百姓仕事、
ペンキ塗り、パソコン操作などさまざまな分野の
登録ができました。
世話役 4 人からスタートした活動は、現在 12
名が活動。錦会にも新しく 3 名が入会されました。
依頼件数は、平成 30 年度 50 件、令和元年度 61
件、今年度（令和 2 年 4 月～ 3 年 1 月）は新型コ
ロナの影響もあり、
送迎が増え 10 か月で 106 件、
ペンキ塗り、その他で 33 件、あわせて 139 件
となっています。
活動を通じて、地域住民同士の交流の機会とな

90 代の会員と庭の草むしり（群馬県安中市）
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老人クラブが取り組む暮らし支え合い

ベランダのペンキ塗り
（奈良県斑鳩町）

り、さらにつながりもできました。高齢者同士が
助け合い活動に取り組むことで、地域の活性化に
もつながっています。

地域課題に取り組む買い物支援

み さとちょう

島根県美郷 町 福寿会
近くに病院も商店もない高齢化率 60% の集落
で、地域課題解決のために何ができるか考え、支
援する会員にとっても負担が少ないように、会員
外を含む地域の高齢者を対象に、平成 29 年から
買い物支援を行っています。
●買い物代行
「買い物助け隊」
（会員有志 12 名）が、交代で月 1
回、登録者 10 名から注文を受けた希望商品を、

仲間と楽しく買い物ツアー（島根県美郷町）

20キロ離れたスーパーやホームセンターで購入し
て、自宅まで届けています。この際かかるガソリ

買い物ツアーを年 1 ～ 2 回行っています。帰りは

ン代は福寿会が負担します。商品の注文と配達に

荷物も増えるので、希望者には玄関内まで運んで

より、
毎月1～2度の見守りにもつながっています。

います。往復の車内や昼食時に、日頃できない話

日頃あまり外出できない方は、毎月の訪問を楽し

もできて大変好評です。
今年度「買い物助け隊」は毎月実施しましたが、

みにしていて、買い物をきっかけに会話が弾み、

「買い物ツアー」はお休みしていました。しかし、

喜んでいただけることが、支援する側にとっても
喜びとなっています。

3 月から再開。バスの乗降前に体温チェックをし

●買い物ツアー

て浜田市へ買い物に行くことにしました。久しぶ
りにみんなと出かけられるとあって、大いに喜ば

マイクロバスで参加者を自宅近くまで送迎し

れました。

て、出雲市内のショッピングセンターへ出かける

地域のネットワークに参加しましょう！
地域で暮らし続けたいという高齢者を支援するには、地域での連携が必要です。近年、各種団体
や生活関連の事業者等、より多くの人や組織が参加して地域全体でネットワークをつくる取り組み
が広がっています。
また、地域によっては災害時や詐欺被害防止等のさまざまなネットワークがつくられています。
自分の地域にどのようなネットワークがあるのか調べて参加しましょう。
「老人クラブが目指す友愛活動」より抜粋
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住民に身近な支え合い
「お助け隊」を目指して
千葉県浦安市 美浜 16 サロンの会 ●会員数 115 名

隊員 18 名、連絡はメールを活用
「お助け隊」は、会の発足と同じ平成 29 年に活動
を開始しました。当初 8 名だった隊員は、現在
18 名（男性 12 名、女性 6 名）となりました。
対象者は、美浜 16 地区内の全住民等です。活
動はボランティア（無償）で、必要経費（材料費、
廃棄料）を徴収しています。お礼をしたいという

障子の張り替え、一気に 10 枚程度

人が多いので、
「志」として 200 円を受け取って
いますが、仕事量によっては、多く出してくれる

知名度アップで絶えない依頼

人もいます。お金はすべて会の収入に充てていま
す。

令和元年度、
「お助け隊」の依頼件数は 127 件、
協力者は延べ 219 名でした。コロナ禍の今年度
は、緊急事態宣言発令中には依頼は減少する傾向

●活動の流れ
依頼方法は、電話か麻雀サークルの活動日に集

にありましたが、結果的に令和 2 年度前半は、令

会所に来てもらうことになっていますが、実際は

和元年度後半と同程度の依頼がありました。いず

会った時に頼まれることが多いです。世話人が依

れも感染防止対策に注意して実施しました。依頼

頼内容に合った人に頼みますが、包丁研ぎや自転

項目は、粗大ゴミの処理、送迎、自転車修理・包

車のパンク修理等できる人が限られる事が多く、

丁とぎ、はみ出し枝剪定、衣服直し、網戸の張り

大人数を必要とする場合は、隊員へ一斉にメール

替え、障子の張り替え等です。

を流し、手上げ方式で行っています。終了後は、
お助け隊内の経理担当者に報告するようにしてい

●活動の成果

ます。

4 年間の取り組みで、
「お助け隊」の知名度が上
がってきたようで、今では、大人数で作業をして
いると、隣近所の人が草取りを手伝ってくれる事
もあります。また、大きな家具を移動する必要が
あるときは、若い男性に声をかけて、手伝っても
らっています。隊員の中には、
「活動を通じて地
域に顔見知りが増えた」という人もいます。今後
の課題は、気軽に依頼してもらえるようになるこ
と、そして、会員増強と合わせて若手隊員の獲得
です。
（会長 佐藤和彦）

庭木の剪定と雑草取り
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高齢者を支える「ぼちぼち応援隊」
の担い手は老人クラブ
みょうじょう

広島市 佐伯区シニアクラブ連合会 楽々園学区明星会

●会員数 108 名

隊員は全員老人クラブ会員
「家の中での困りごとはあるが、よく知らない人
を家にあげるのは不安だ」という高齢者の声を聞
き、地域で支えることはできないか、学区社協の
役員と話し合いを重ねて立ち上げたのが、
「ぼち
ぼち応援隊」
（令和元年５月発足）です。
概ね 65 歳以上の学区在住の高齢者を対象に、

感染防止に気をつけて、網戸の張り替え

原則 1 回 500 円（材料費別）で対応しています。
隊員は 28 名（男性15人、女性13人）
。
主な内容は、

れることも増えました。

庭木の剪定、除草、家具移動、網戸・障子の張り

安心を育てる「楽々あんしんネットワーク」

替え、電球・蛍光灯交換、換気扇の清掃、水道修
理等です。

明星会には、友愛活動に取り組んでいる会長直

事務局は学区社協、依頼は、隊長の老人クラブ

轄のボランティア部があります。先に紹介した
「ぼ

会長に直接電話で申し込むようになっています。

ちぼち応援隊」をはじめ、毎週水曜日、13 時半

令和元年度の実績は 22 件、令和２年度の実績は

～ 15 時まで楽々園学区サロンを開催しています。

14 件（暫定）です。

また、多くの会員が地域の見守り活動「楽々あん

口コミや公民館や区社協の会報、学区社協会議

しんネットワーク」の見守りサポーターに登録す

で取り組み結果を報告することで理解が広がり、

るなど、地域で取り組まれている支え合いに積極

「ちょっとお願いしたいんだけど」と声をかけら

的に参画し、運営、実践面で大きな役割を担って
います。
平成 28 年、
「地域で見守りネットワークを立ち
上げたいので協力してほしい」という（社協から
の）提案を受けて、老人クラブが中心になって話
し合いを行い、地域で活躍している 10 団体によ
り「楽々あんしんネットワーク」が発足しました。
地域包括支援センターが中心になって運営してい

地域に配布した
チラシ

ます。活動に協力してくれる協力員や商店、地域
団体が見守りを希望する人たちを連携して見守る
支え合いのしくみです。
声かけや見守りを通じて、サロンへの参加やシ
ニアクラブへの入会を呼びかけています。
（会長 大原武久）
5
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いちょうだより

被災地の取り組み
東日本大震災から 10 年、大きな被災を受けた岩手県、宮城県、
仙台市、福島県の老人クラブの様子を紹介します。
成。集いの場ができたことにより、
「活動する

仲間と共に前に進もう

場ができた」と喜んで楽しく活動しています。

被災を受けた地域では、この10年の間に、仮
設住宅から災害公営住宅の入居や高台への移転

昔からの仲間が集いサロン開催

により、コミュニティがばらばらになり、人と
人との繋がりが分断されました。老人クラブの

仙台市若林区荒浜地区なないろの里新寿会

会員も高齢化しています。しかし、このような

荒浜地区は、震災後、災害危険区域に指定さ

環境にありながらも、
「一歩でも前に進もう」

れ、全世帯が市内各地に

と頑張っているクラブや連合会もあります。

移転しました。現在の地
域には200世帯ほどが移

（岩手県老連事務局）

転してきたと聞いていま
す。
会長の安達薫さんは、

災害公営住宅に老人クラブ発足

花壇の除草作業を終えて

岩手県陸前高田市 栃ヶ沢はまゆりクラブ

避難所や仮設住宅で生活している時から、仲間

市老連役員のサポートと回覧板や個別訪問に

が集えるクラブを設立しようと考え、2019 年

よる声かけを通じて、令和元年 6 月に発足しま

クラブは復活し、現在、会員は 41 名、新たに

した。現在会員は31名。主な活動は、住宅内の

整備された集会場で毎月 1 回、茶話会を開催し

草取り、災害救援金募金活動。市老連行事や市

てきました。
（現在は活動を見合わせています）

の介護予防教室へ

避難先で子どもと交流事業

の参加も呼びかけ

令和元年設立総会に集まった会員

ています。気軽に

福島県老人クラブ連合会

おしゃべりができ

避難先での暮らしも長くなる中、避難先の地

る懇親会や忘年会

域の子どもと避難区域の高齢者の交流事を行っ
ています。令和元年度は、広野町、富岡町、大

は、みんなが楽しみにしている行事です。

熊町、双葉町、浪江町、飯館村の 6 町村で 30 回
開催され、1,833 名が参加しました。写真は郡

町の復興と共にクラブを復活
宮城県東松島市 亀岡千寿会

山市に避難している双葉町の会員と地元の幼稚

町の復興と共に、有志が声かけをして 2019

園児との交流です。参加者からは「子ども達の

年「千寿会」を復活させました。現在、自治会

元気な声と笑顔に元気をもらった」との声があ

と協力して、地域の諸行事をはじめ、百歳体操

りました。会員に

等にも積極的に取り組

好評な事業です

み、会員を増やしていま

が、コロナ禍の令

す。今年 1 月には、待望

和 2 年度は中止と

の亀岡地区センターが完

なりました。

みんな元気にパドル体操

ふろしきで遊ぼう
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「高齢者の健康づくり・生活支援セミナー」
視聴覚教材（DVD）作成
全国老人クラブ連合会は、新型コロナウイルス
感染拡大予防の観点から開催を見合わせたセミナ
ーについて、講義を収録した DVD を作成し、都
道府県・指定都市老連に配布しました。セミナー
は、地域における健康づくり・介護予防活動や高
齢者相互の支え合いを牽引するリーダー養成を
目的とし、厚生労働省をはじめ日本医師会、日本
歯科医師会、日本栄養士会、順天堂大学名誉教授
武井正子先生に講師としてご協力いただいており

〈講義内容〉

ます。

①「地域支え合いにおける老人クラブへの期待に

秋田県老連では、女性委員会総会で「医療」と

ついて」 ②上手な医療の受け方 ③歯・口腔の

「運動」の講義を上映し、若手委員会でも学習を

健康管理 ④高齢者の栄養管理 ⑤運動による健

予定しています。みなさんもぜひご活用ください。

康づくり・介護予防（講義・実技）

みんなのひろば
を提示すると町民バスを無料で利用できる

町民バスで、
会員の外出機会を応援

ようになりました。会員の利用料は、町内
21 の企業から連合会にいただくサポーター
会費や物品販売の収益を充ています。町民バ

宮城県 女川町老人クラブ連合会

スは 4 路線（1 日 3 ～ 4 便）
、会員数 465 人

東日本大震災から 10 年、当時、町の約８

のうち 1 月の利用者は 208 人、2 月は 253

割が壊滅し、26 あったクラブも解散・休止

人が乗車しています。今後も、会員にとって

が相次ぎ、
残ったのは 4 クラブのみ。その後、

魅力的なクラブ運営を行っていきたいと思い

役員が中心となって活動を継続し、現在 12

ます。

クラブです。

（表面）

当老連では「会員証」を発行しており、提
示すると町内の店舗等でさまざまな特典を受
けることができます。今年 1 月からは、フレ
イル予防の一環として、外出機会を増やすこ
とを目的に、行政と協議を行い、
「会員証」
（裏面）
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3 月、東日本大震災をテーマとし

災害に備えられるように、体験を語り継いでいる

たテレビ番組がたくさん放送され

様子を紹介した報道もありました。
「高齢者も語り

る中、本誌で紹介したクラブがある市町も取り上

継ごう」と、岩手県大船渡市老連は、毎年発行

げられており、映し出される町の景色の隅々まで

している「おおふなと昔がたり」の中に震災の特

が気になってしまいました。子ども達が、未来の

集を組み、会員に手記を呼びかけています。
（敦）

編集後記

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

3 年 3 月 10 日発行（毎月 1 回 10 日発行）第 485 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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