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動から

小学１年生との交流会は、20 年以上前から毎年欠かさず
行っており、子どもたちの元気な甲高い声、生き生きとした
身のこなし、豊かな表情に元気をもらっています。

元気をもらう
昔遊び交流会
み

ま

徳島県美馬市
穴吹地区老人クラブ

昨年は 12 月に感染防止を徹底して開催、1 年生 23 名と
会員 15 名が参加しました。
凧あげ、竹馬（運動場）、竹とんぼ、紙飛行機・紙風船（体
育館）
、こま回し、ダルマ落とし、けん玉（教室①）
、お手玉、
福笑い、トントン相撲、あやとり（教室②）、子どもたちは 4
班に分かれて順番に会場をまわります。今の子どもたちにと
って昔遊びは難易度が高く、最初はうまくできません。そ
れだけに、できるようになった時はとてもうれしそうで、
「す
ごい。上手になったね」と褒めた時の笑顔が印象的でした。
3 月に予定していた認定こども園との交流会は中止にな
り、準備していた遊び道具のどんぐりや松ぼっくりを届け
て使ってもらうことにしました。

Japan Federation of Senior Citizens’ Clubs
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コロナに負けない
健康づくり！
自宅で毎日、からだを動かしましょう！
「いきいきクラブ体操」教材リニューアルと新しい体操の紹介
の実践に加えて、自宅で気軽にできる「いつでも、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
自宅で過ごす時間が長くなるなか、運動する機会

どこでも、気づきの体操」を新たに紹介して、会

が少なくなり、高齢者の心身機能低下が問題とな

員ひとり一人が健康づくりに取り組むよう呼びか

っています。リーダーの方々からも「会員の足腰

けています。
運動が苦手だったり、おっくうな高齢者は少な

が弱ってきた」
「体力に不安を感じる人が増えて

くありません。だからこそ、クラブの仲間で励ま

いる」などの声を聞きます。

し合って、毎日の体操、コロナに負けない健康づ

◆

くりに取り組みましょう。

こうしたなか、全老連は「いきいきクラブ体操」

「いきいきクラブ体操」で今日も元気！
「いきいきクラブ体操」を初めてする人、体操普及の
リーダー育成にむけて、このたび DV D をリニューア

NEW!

ルし、以前から要望の多かった解説資料「運動による
効果とポイント」
（小冊子）を作成しました。
「いきいきクラブ体操」は、多くのクラブで実施され
る一方、
「難しい」
「覚えにくい」と言う人も少なくあ
りません。この体操は、高齢期に衰えやすい機能の維
持・改善に向けた７つの体操から構成されており、
「椅
子に座ってする体操」
「立ってする体操」があります。
新しいことを覚えるのは大変ですが、脳の活性化にも
つながります。
小冊子で実施上のポイントを理解しながら体操を
すると、からだへの気づきが深まり自己管理につなが
ります。久しぶりの活動や、
高齢の会員が多い場合は、
ゆっくりしたテンポの音楽で、足腰に負担のかからな
い「椅子に座ってする体操」がおすすめです。
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リニューアル DVD と小冊子（Ａ４判、24 頁）
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コロナに負けない健康づくり！

自宅で毎日 !「いつでも、どこでも、気づきの体操」NEW!
～高齢者に必要不可欠な６つの運動
今回新たに作成した体操は、体力に不安を感じる人
や運動に馴染みのない人でも、自宅で気軽に取り組め
る体操です。高齢者に必要不可欠な運動で構成し、呼
吸や姿勢を改善して、足腰の筋力をつけ転倒予防を目
的にしています。毎日、
自分のからだと対話しながら、
ゆっくり体操すると、脳が活性化します。
①背中の緊張をとり、呼吸を楽にする運動 ②上半
身のストレッチと肩を回す運動
動

④膝の屈伸運動

③からだを捻る運

⑤脚のストレッチと筋力アッ

プ ⑥足踏みと深呼吸
※体操は全国老人クラブ連合会ホームページで紹
介しています。

DVD より「座ってする体操」
「立ってする体操」

元気を取り戻すキーワードは、からだへの気づき
武井正子（順天堂大学名誉教授／「いきいきクラブ体操」
「気づきの体操」デザイン）
新型コロナ感染予防で１年半も外出自粛の生活

ませんか？

が続いていますが、みなさん、お変わりありませ

こんな時、元気を取り戻すキーワードが「から

んか？ 今、運動不足で体調のすぐれない人が増

だへの気づき」です。
「いつでも、どこでも気づ

えてきています。

きの体操」は、いつまでも自立し、元気に過ごす

からだは動かさないと、確実に体力が低下し、

ために必要・不可欠な運動で構成しています。毎

姿勢が悪くなり、歩行速度が落ち、立ち上がりな

日、自分のからだと対話しながら体操すると、か

どの日常動作が緩慢になります。気づかないうち

らだも心もほぐれて元気になります。いきいきク

に脚筋力が低下し、素早く動いたり、バランスを

ラブ体操とともに、ぜひ、日々の生活に取り入れ

とったりする能力が低下し、転びやすくなります。

てください。私も、毎日、実践しています。

なんとなく疲れやすく、動くのが億劫になってい

体操教材のご案内
●リニューアル DVD
●音楽 CD

単価：2,200 円（2,500 円） ●小冊子

単価：220 円（420 円）

単価：850 円（1,050 円）

※（  ）内は 1 枚（冊）注文の場合の税、送料込み価格

※複数注文の場合は送料実費となります。

〈申し込み方法〉
● 1 枚（冊）の場合は、下記の口座より先払いでお申し込みください。
郵便振替口座  加入者名：全老連図書係

口座番号：00170-9-770781   ※振込手数料はご負担ください。

●複数の場合は、全国老人クラブ連合会にご連絡ください。電話 03-3581-5658
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北から南から

「いきいきクラブ体操」で
全員参加のクラブづくり
愛知県南知多町老人クラブ連合会 ● 46 クラブ ●会員数 4,683 名

女性リーダーが講師となって
新たな活動展開
町老連は、平成 30 年度から地区（中学校区）
ごとに女性本部理事を登用、研修や会合に派遣し、
さまざまな知識を持ち帰り、連合会の活動に貢献
してもらっています。
「いきいきクラブ体操」も
その一つです。愛知県老連「シニアスポーツリー
ダー研修会」に参加して、武井正子先生の講義を
受けた女性本部理事が、
「体操をみんなに伝えた
い」と、町老連会長と各クラブの女性リーダーを

手づくりパネルの前でポーズ

集めて紹介したところ、賛同の声があがり、
「こ
とぶき大学」で広めることになりました。
その後、町老連会長と女性本部理事（3 名）が
月 1 回集まって練習を重ね、令和 2 年 2 月「こ
とぶき大学中央講座」
（町老連主催）で講座を行い、
参加者 70 人に、体操の効果や実技について説明
しました。参加者全員が「なるほど、これはいい
なぁ。続けたい」と好評でした。講座は現在も続
いており、各地区で行っていることぶき大学から

体操を普及するチラシ

依頼があれば、町老連会長や町老連女性役員が出
向いて「いきいきクラブ体操」の講座を開講して
います。
たくさんいます。
「会員ひとり一人が活動する老

コロナ禍の体操呼びかけ

人クラブ」を目指して、からだを動かすことの大

現在は、コロナ禍で集まって体操ができないと

切さを伝え、みんなが実践する。
「いきいきクラ

いう地区や会員向けに、簡単に継続できて、いつ

ブ体操」の普及が、その第一歩になると良いと考

でも、どこでも、一人でもできるようにと考えて

えています。

女性部長が作成したチラシを配布して体操の実施

町老連では他にも、靴下の端切れで作る「エコ

を呼びかけています。また、各地区の公民館にも

たわし『クリちゃん』
」を紹介。手先を動かし脳

働きかけたところ、協力的にチラシを設置してい

トレにもなる活動として、各地区のことぶき大学

ただくことができました。

等に出向いて講座を行っています。
（会長 石黒満昭／女性本部理事 山本比佐子）

老人クラブには、活動に参加していない会員も
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「遊友教室」で
女性部のリニューアル
香川県さぬき市老人クラブ連合会

● 89 クラブ ●会員数 4,276 名

会員主体の運営で魅力あるクラブづくり
平成 30 年度、市老連は魅力あるクラブづくり
のためのアンケートを実施、これを受けて総務、
広報、研修、健康推進、ヤングの五つの専門部会
を設け、企画から実施まで部会員が行うことにし
ました。
既存の女性部会もこれをきっかけにリニューア
ルをしようと、地区の女性部長が集まり、女性部

ハンドベル演奏

研修会について話し合いました。結果、①大好き
なおしゃべりの時間を大切にする ②体操などを

60 人としていましたが、感染防止対策により 2

取り入れ、単位クラブに持ち帰ってできる実践的

年度は約 30 人にしました。教室の準備、片づけ、

な内容にする ③女性は家の用事があるので15 時

進行は開催地区の会員が中心となってする。

までに終了することを確認しました。さらに目標

〈実践例－寒川地区〉

として、地区の女性部長が中心となって老人クラ

令和 2 年 12 月 2 日 13:30 ～ 15:00 参加者 38 名、

ブのオリジナル体操「いきいきクラブ体操」を普

参加費 100 円（お菓子代等）

及することにしました。その後も数回集まり、体

内容：いきいきクラブ体操（15 分）
、講座「音楽

操の練習や研修内容について議論を深めました。

療法」
（50 分）
、お菓子を食べながら「おしゃべり
タイム」
（休憩 15 分）
、ボランティア団体の協力

目標は「いきいきクラブ体操」の普及

を受け、地区女性部員がハンドベル演奏を披露
（10 分）

こうして「さぬき市遊友教室」を発足、２年を
目安に、輪番制で全 5 地区で開催することにしま

交流を通じて新たな活動へ

した。
（コロナ禍で 1 回中止）当初 1 回あたり約

教室の開催を通じて、他地区の女性部長と交流
ができ、情報交換により女性部が活発になり、み
んなでアイデアを出し合うことでマンネリ化が減
り、新しい取り組みができるようになりました。
また、さぬき市全体での取り組みが増え、従来の
縦の関係ではなく、市全体をつなぐ横の関係とし
てのつながりが強化されています。市老連では、
引き続き「さぬき市遊友教室」の実施に向けて取
り組んでいます。
（女性部長 多田千鶴子）

いきいきクラブ体操
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いちょうだより

都道府県・指定都市老連の取り組み
～川崎市老連、大阪府老連
◆コロナ禍に、クラブ活動の楽しさ
伝える「クラブ紹介＆クラブ自慢」

◆オンラインで開催した「認知症予防
エクササイズリーダー養成講座」

川崎市老人クラブ連合会

大阪府老人クラブ連合会

新型コロナウイルス感染症の流行に伴

認知症の高齢者増加に備えたリーダー養

い、市老連のほとんどの事業が中止となり、

成を目的に、昨年度「認知症予防エクササ

クラブにおいても自粛や感染防止対策に配

イズリーダー養成講座」を開催しました。

慮した工夫をする必要に迫られていまし

コロナ禍の初めての試みとして、パソコン

た。こうした中、日常のクラブ活動のヒン

やスマートフォンを使ったオンライン参加

トとなるようなものを探していたところ、

も受け付けました。講座は、直前に人を集

川崎区大師地区老連の会報に「クラブ自慢」

めての開催が中止となり、参加者はパソコ

の記事が掲載されていたのを参考に、全ク

ンの画面に映る 11 名（うち女性 4 名）
。

ラブで取り組むことにしました。送られて

オンラインのやり取りは初めてと言う人も

きた原稿は、どれも記入欄いっぱいに自慢

複数いましたが、みなさん楽しんで参加し

の活動が紹介され、手書きやパソコンの文

ていました。

字の向こうに、楽しそうな会員の笑顔が浮

講義と実技紹介による 4 講座は好評で、

かんできました。

「オンラインで受講し、自宅から参加でき

他にも、女性委員会が中心となって冊子

る時代になったと痛感」
「みなさんと会場

「新型コロナに負けないぞ！」を作成。各

でお話しして、いろんな意見交換をしたほ

区の女性会員が日常生活の様子を寄稿した

うがもっとよく理解できると思う」などの

もので、新型コロナウイルスに対する高齢

意見もありました。

者の思いや暮らしの様子、クラブ活動や仲

大阪府老連は、コロナ収束後も、オンラ

間への思いがつづられています。

インを取り入れることにより、多くの人が

市老連は、これらの冊子を配布して、お

参加できる機会を増やしていきたいと考え

互いの励みや元気づけにしたいと考えてい

ています。

ます。

冊子は川崎市老連のホームページで見ることができます

画面越しに勢ぞろいした参加者
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ご存知ですか？
熱中症警戒アラート
暑 エ
さ使ア
を用コ
避しン
け︑を

環境省と気象庁は、４月から、熱中症予防のため
の新たな情報発信「熱中症警戒アラート」を始めま
した。特に暑くなると予測された日の前日の夕方ま
たは当日早朝に注意を呼びかけ、予防行動へ繋げる

声お
を年身
か寄近
けりな
に

ことを目指しています。アラートは、都道府県ごと
になっており、ニュースや天気予報、環境省や気象
庁のホームページサイトで発表されるほか、個人向

熱中症警戒ア
ラートは、熱中
症の危険性
が極めて高い
暑熱環境にな
ると予想され
る日の前日夕方ま
たは当日早朝
に都道府
県ごと（※）に発
表されます。
発表されてい
る日には、外
出を控える、
エアコンを使
用する等の、熱中
症の予防
行動を積極的
にとりましょう。

けのメール配信サービス（環境省）も行われていま
す。

※北海道、鹿児島
、沖縄は府県予
報区単位

「熱中症」は高齢者にとって大きな問題です。一人

より詳しい情報は

ひとりが関心を高めるとともに、活動や行事を実施

発
表
さ
れ
て
い
る
日
に
は
積
極
的
に
熱
中
症
予
防
を

警熱
戒
中
ア
ラ症

ト

環境省 熱中
症

検索

する際にも気をつけましょう。そして、アラートが
発表されたら、外出を控えたり、エアコンを使用す
るなど、熱中症の予防行動を積極的にとるように、
仲間や地域の高齢者にも注意を呼びかけましょう。

ホームページ検索➡環境省熱中症予防情報サイト

みんなのひろば
展示は約 2 週間、見学に来た人や会員から

みんなを楽しませた
案山子づくり

いろいろな声をいただきました。
「誰がこん
なおもしろいこと考えたの？」
「昔のかかし
と違って着ている物も良いな」
「来年もして

ね ご ろ

和歌山県岩出市 根来さくら会

よ」
、
他にも「案山子の作り方を教えてほしい」

昨年 10 月、収穫を終えた田んぼに、色と

や「まちおこし協議会と協力して、まちおこ

りどりの案山子 24 体がソーシャルディスタ

しにつなげてほしい」など、たくさん意見を

ンスをとって整列しました。制作したのは、

いただきました。
「案山子づくり」は今後も

地域の 10 クラブ。コロナ禍でこれまで行っ

続けていく予定です。

ていた行事ができなくなり、役員が話し合い、
「会員の元気が出る」
「外に出るきっかけにも
つながる」活動として、
「案山子づくり」を
呼びかけました。稲わらなどで形を作り、色
とりどりの古着や帽子をかぶせた案山子が誕
生しました。

7

月刊『全老連』

編集後記

2021. 5

この１年、新型コロナウイルス感

に気が付きます。今月はリニューアル版 DVD の

染症のまん延により、自粛生活

PR。
「いつでも、どこでも、気づきの体操」が

も長引いて、気分も落ち込みがちです。そんな時、

新たに加わり、いつまでも元気に過ごすため、

晴れた朝に窓を開けて外をみると、草木が太陽

毎日の暮らしに「いきいきクラブ体操」を取り入

を追いかけるように青々ぐんぐん伸びていること

れてみませんか。

（岡）

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 5 月 10 日発行（毎月 1 回 10 日発行）第 487 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
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  東京都千代田区霞が関
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