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町老連は、コロナ禍でも軽スポーツや芸能大会など、
介護予防活動を続けています。中でも昨年行った運動会
と芸能大会は毎年恒例になりそうなほど人気の事業とな
り、今年も開催を予定しています。
昨年の運動会は、赤・白のチームに分かれて開催。種
目は、ブロックで行っている運動会の練習も兼ねて同じ
ものを基本に、密にならない7種目を選びました。プロ
グラム順―まめ拾い、吊るし柿、フリスビー、輪投げ、
宝あて（釣り方式）、低空玉入れ、富くじ。
参加した会員も体調管理や消毒、手洗いを積極的に
行っていました。終始笑いが絶えないなか、やはり勝負
ごととなると作戦を立てたり、応援にも熱がこもり盛り上
がりました。また、未加入者も参加することができ、会
員増にもつながりました。

各地の活動
から
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番電話に設定することで、相手を確認して冷静に

話すことができます。高齢者の中には、「居留守

を使うようで相手に失礼な気がする」とためらう

人も少なくないようですが、クラブで申し合わせ

たり、お互いに電話した際に留守番電話の設定を

呼びかけていくことも効果的です。

［各地の取り組み］
■サロン活動で詐欺被害防止学習

北海道滝川市老人クラブ連合会

　市老連が昨年から運営するコミュニティカフェ

でサロン講習会を開催

（月１回予定）。地域包

括支援センターによる

健康ポイントと地元警

察生活安全課による

詐欺被害防止や交通

安全の話を聞きまし

た。会員だけでなく、

広く地域の高齢者に

詐欺被害防止を広め

ていくためにも、定

期的に話を聞く機

会を設けようと考えています。

■あいまいな返答は要注意
山形県寒河江市老人クラブ連合会

　6月10日に開催した市老連総会は、 久しぶりに

みんなが集う場となりました。当日は、ワクチン

接種やサクランボの収穫時期と重なりながらも

48 名が参加しました。総会では、山形県消費生

活センター相談員による記念講演「撃退！  消費

特集

  みんなで防ごう！
詐欺被害

　新型コロナウィルス感染症拡大防止により、家

で過ごす時間が長くなるなか、不審な電話や訪問

を受けたことはありませんか？

　老人クラブは、 平成 26 年から 「高齢消費者被害

防止キャンペーン」に取り組み、「伝える」「気に

かける」「つなげる」 を柱に、関係機関と連係して

情報提供や啓発活動に取り組んできました。コロ

ナ禍で活動や行事も減り、集まる機会が少なくな

っていますが、こうしたなかでも一人ひとりが取

り組める被害防止に向けた取り組みと、全国の活

動を紹介します。

■クラブみんなで留守番電話作戦！
　昨年 1 年に発生した特殊詐欺は 13,550 件（前

年比 — 3,301 件／— 19.6％）、被害額は 285.2 億円

（前年比 — 30.6 億円／— 9.7％）でした。いずれも

前年に比べて減少していますが、手口が複雑化し

たり巧妙になっており、依然として高齢者をねら

った詐欺事件は、高い水準で発生しています。

　被害防止に向けて関係者が呼びかけているの

は、留守番電話の活用です。犯人からの最初の接

触方法は、9 割以上が家の固定式電話です。留守

全老連ホームページ（活動資料） に掲載

令和 2 年度の開催案内
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特集　みんなで防ごう！　詐欺被害

者トラブル」を行い、相談員が詐欺師役となり、

参加者が電話の受け手役に挑戦しました。会員

（2 名） は、「けっこうです」 「わかりました」 など、

「了解」と受け取ることもできるあいまいな表現

を使わないように注意してチャレンジしました

が、実際は巧妙な口調で攻めてくるとアドバイス

を受けました。

■はつらつコール作戦実施中
千葉県松戸市はつらつクラブ連合会

　平成 26 年から毎月 4 名のリーダーが、警察署

で警察官立ち合いのもと高齢者に詐欺被害防止を

呼びかける電話訪問を続けています （※）。松戸市

でワクチン接種が始まった 5 月は、「1 万円で予

約を取ってあげる」という詐欺事件が報告されて

おり、騙されないように呼びかけました。

※8月は休み。

　先日開催した連合会の総会では、役員の一人か

ら自宅の固定電話にかかってきた「オレオレ詐欺」

の報告がありました。「突然の電話に慌てて甥の

名前を呼んでしまい、お金が必要だと言われ、不

審に感じて警察に連絡して協力、自宅にお金を取

りに来た犯人グループを警察が捕まえて被害を防

いだ」と報告を行いました。仲間に起こった事件

を機に、改めて詐欺被害を身近に感じ、家にいる

時間が多いなか「どのように騙されないように気

をつけるか」意見交換を行いました。

■女性委員会担当 「見守りサポーター養成講座」
神戸市老人クラブ連合会

　神戸市老連がこれまでに育成したサポーターは

1,190 名（市老連クラブ数 400 クラブ）になりま

す。今年も 7 月29日、 新型コロナウィルス感染防

止のため参加者数を減らして、 15回目となる 「見

守りサポーター養成講座」を開催します。担当し

ているのは女性委員会です。実践に向けて効果を

上げるために、神戸市、兵庫県警、市老連等と常

に新たな内容を展開していくための話し合いや、

各クラブの会長に会員の養成講座の参加を働きか

けています。クラブ活動が思うようにできない今

も「地域から詐欺被害を無くそう」と養成講座の

参加呼びかけを行っています。

密を避けて研修会を開催（神戸市）

社会参加活動として内閣府より表章（千葉県松戸市）受話器をもって研修中（山形県寒河江市）
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フレイル予防～健康づくりの３つの柱

　本会は、フレイル予防の基本（柱）になってい

る三つの健康づくり事業に取り組んでいます。開

催案内は市の広報にも掲載し、会員の他、一般高

齢者の参加も受け付けています。コロナ禍におい

ても、昨年 7 月から感染症対策の準備を万全にし

て再開しています。

※「リーダー養成研修会」を除く。

●「体力測定会」　市老連運営委員が中心となり、

昨年は 4 回開催しました。参加者は 157 人。自

宅での生活が長期化したため、体力の低下が気に

なっている会員さんも多く、身体を動かすことの

大切さと、ありがたさを改めて知らされました。

●「健康づくりいきいき運動研修会」　7 地区で

21 回開催し、例年約 800 名が参加します。スト

レッチを中心に脳トレを交えたリズム体操等の指

導を受けて、体力の維持・向上に努めました。

●「リーダー養成研修会」　単位クラブのリーダー

を対象に 7 地区で 12 回開催し、約 260 名が参

加します。会員向けのレクリエーション活動で行

えるゲームを体験しながら学び、クラブに持ち帰

って活動に取り入れています。昨年度と今年度は

北から南から

ボッチャを行っており、市老連はクラブへの用具

貸し出しをしています。

電話による友愛活動

　昨年度は女性部員（72 名）が活動員となって、

ひとり暮らしの会員 127 名の名簿を作成し、「カ

ラダの調子はいかがですか？」「不審な電話はあ

りませんか？」など、手分けして電話での声かけ

を行い、安否確認を行いました。

　今年度も、電話による友愛活動に力を入れて活

動しています。今まで女性部で行っていましたが、

各単位クラブで行っていくように申し合わせ、コ

ロナ禍でも会員同士で交流を図る機会を増やすよ

うにしています。中には、感染予防対策をして訪

問活動 ( 友愛訪問 ) を行い、手作りのマスクを直

接手渡しして、会員との会話を楽しんでいるクラ

ブもあります。

　今後は、栄養や口腔ケアの面にも目を向けて、

幅広い視点で「フレイル予防」に取り組んでいき

たいと思っています。

（会長　久保谷 昌夫）

いきいきクラブ連合会の 
「フレイル予防宣言」

埼玉県春日部市いきいきクラブ連合会　●49クラブ　●会員数 1,756名

いきいき運動研修会

手作りマットで「ボッチャ」



月刊『全老連』

4

2021. 7

フレイル予防～健康づくりの３つの柱

　本会は、フレイル予防の基本（柱）になってい

る三つの健康づくり事業に取り組んでいます。開

催案内は市の広報にも掲載し、会員の他、一般高

齢者の参加も受け付けています。コロナ禍におい

ても、昨年 7 月から感染症対策の準備を万全にし

て再開しています。

※「リーダー養成研修会」を除く。

●「体力測定会」　市老連運営委員が中心となり、

昨年は 4 回開催しました。参加者は 157 人。自

宅での生活が長期化したため、体力の低下が気に

なっている会員さんも多く、身体を動かすことの

大切さと、ありがたさを改めて知らされました。

●「健康づくりいきいき運動研修会」　7 地区で

21 回開催し、例年約 800 名が参加します。スト

レッチを中心に脳トレを交えたリズム体操等の指

導を受けて、体力の維持・向上に努めました。

●「リーダー養成研修会」　単位クラブのリーダー

を対象に 7 地区で 12 回開催し、約 260 名が参

加します。会員向けのレクリエーション活動で行

えるゲームを体験しながら学び、クラブに持ち帰

って活動に取り入れています。昨年度と今年度は

北から南から

ボッチャを行っており、市老連はクラブへの用具

貸し出しをしています。

電話による友愛活動

　昨年度は女性部員（72 名）が活動員となって、

ひとり暮らしの会員 127 名の名簿を作成し、「カ

ラダの調子はいかがですか？」「不審な電話はあ

りませんか？」など、手分けして電話での声かけ

を行い、安否確認を行いました。

　今年度も、電話による友愛活動に力を入れて活

動しています。今まで女性部で行っていましたが、

各単位クラブで行っていくように申し合わせ、コ

ロナ禍でも会員同士で交流を図る機会を増やすよ

うにしています。中には、感染予防対策をして訪

問活動 ( 友愛訪問 ) を行い、手作りのマスクを直

接手渡しして、会員との会話を楽しんでいるクラ

ブもあります。

　今後は、栄養や口腔ケアの面にも目を向けて、

幅広い視点で「フレイル予防」に取り組んでいき

たいと思っています。

（会長　久保谷 昌夫）

いきいきクラブ連合会の 
「フレイル予防宣言」

埼玉県春日部市いきいきクラブ連合会　●49クラブ　●会員数 1,756名

いきいき運動研修会

手作りマットで「ボッチャ」

月刊『全老連』

5

2021. 7

感染対策を行い活動再開

　地区老連に、「ウォーキングクラブ」を立ち上

げ 5 年目を迎えます。リーダー会議で年間計画を

立て、冬場を除いて毎月１回ウォーキング大会を

開催してきました。コロナ禍で自粛していた活動

を昨年 6 月から再開。11 月には一乗谷朝倉遺跡

まで遠征してさわやかな汗を流しました。「ウォ

ーキングの後は、食事が大変おいしいです」「久

しぶりに会う友達と会話ができて楽しい」と好評

です。

〈クラブで行っている感染対策〉

 ・受付時に参加者の検温、手指の消毒

 ・参加者の把握（名簿管理）は当日行う

 ・密集、密接を避ける（距離をとって歩く）

 ・マスクの着用（息苦しい場合は外して可）

多様なコース設定

　コースは、市内または近場の風景や距離的にウ

ォーキングに適していると思われるところを設

定、歴史をテーマにしたコースは、参加者の希望

により実現しました。新しいコースの設定は、必

要に応じてクラブリーダー及びサブリーダーが下

見を行います。

北から南から

　また、活動では歩行の弱い方でも参加できるよ

うに、ノルディックウォークを取り入れています。

ポールを使って参加する人は毎回参加者の 2 割程

度で、運動効果を高めたり、歩行能力を補助した

り、転倒予防など目的は個人によって違います。

ノルディックウォーク体験会のときは、マイポー

ルのない人にレンタルしています。

運営方法を見直し役割分担

　発足当時 （平成 28 年） 40 人だったウォーキン

グクラブの会員は、70 人になりました。未加入

者の方も参加することができ、現在 7 人の方が

参加しています。例年、ウォーキング中の会話や

休憩中の雑談で親睦を深めて、長生会への入会を

お誘いしていますが、今は感染防止の観点から、

おしゃべりは控えめにしています。

　今年度は、運営方法の改善に取り組み、クラブ

リーダー （1 名）、グループリーダー （7 名） に加

えて、サブクラブリーダー （2 名）、庶務・会計

係 （1 名） を専任し役割を分担をして、できるだ

け若い方に協力していただくことにしました。

（長生会会長　南部新次／

ウォーキングクラブ会長　山品弘子）

コロナ禍のウォーキングクラブ
福井県大野市  大野長生会　●２１クラブ　●会員数７７２名

密を避けてウォーキング

受付時の検温
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仙台市　久 道   悦 子（令和 3 年 5 月 31 日付　前任者　松坂  尚）
山形県　岸 部   滋（令和 3 年 6 月 21 日付　前任者　亀谷  千代子）
栃木県　前 川   昭 一（令和 3 年 6 月 8 日付　前任者　小島  正男）
埼玉県　内田  まさ子（令和 3 年 3 月 11 日付　前任者　新藤  享宏）
富山県　麻 畠   裕 之（令和 3 年 6 月 4 日付　前任者　島田  祐三）
福井県　三 上   利 明（令和 3 年 5 月 27 日付　前任者　八十島  幸雄）
山梨県　田 中   勇（令和 3 年 6 月 30 日付　前任者　浅利  勝往）
長野県　藤 岡   嘉（令和 3 年 5 月 31 日付　前任者　近藤  定利）
愛媛県　鶴 本   好 福（令和 3 年 6 月 9 日付　前任者　髙倉  純一）
熊本県　鹿子木  良一（令和 3 年 6 月 16 日付　前任者　松田  正邦）
大分県　牧   達 夫（令和 3 年 6 月 15 日付　前任者　林  三男）
沖縄県　砂 川   博 紀（令和 3 年 6 月 24 日付　前任者　新垣  昇）

■都道府県・指定都市老連会長の異動

■委員会報告

委員長　　村上  光夫（全老連副会長、東京都老連会長）
副委員長　大辻  正忠（全老連副会長、神戸市老連理事長）
委員　　　�川端  幸枝（全老連副会長、女性委員会委員長）　�

古都  賢一（全老連副会長）　笹尾  勝（全老連常務理事）　�
兼子  久（全老連理事）　正立  斉（全老連理事・事務局長）　�
吉井  栄一郎（政策委員会幹事長）　吾郷  信幸（政策委員会副幹事長）

幹事長　吉井  栄一郎（東京都）　副幹事長　吾郷  信幸（神戸市）
幹事　　�五戸  秀樹（青森県）　大薮  定信（千葉県）　〈新〉�伊勢  信三（福井県）�

朝倉  香織（鳥取県）　〈新〉�阿部  晶則（徳島県）　〈新〉�新城  智美（沖縄県）
　＊幹事長、副幹事長、幹事は、ブロック推薦による事務局長

　政策委員会

委員長　川端  幸枝（群馬県）　副委員長　〈新〉�松本  順子（宮崎県）
委員　　〈新〉�松岡  時子（秋田県）　釜谷  匡子（石川県） 

〈新〉�大久保  悦子（大阪府）　延原  愛子（岡山県）　奥田  幾世（愛媛県）

　女性委員会委員の異動（※令和 3 年 5 月　新たに委員に就任 〈新〉）

全国老人クラブ連合会　異動報告
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　料理を楽しもうと集まった男性31人のク

ラブです。コロナ前は、月1回、調理とおし

ゃべりを楽しんでいましたが、現在は、感染

拡大防止により、メールを使った活動に切り

替えています。活動方法は、毎月、会長が会

員にレシピをメールし、会員は出来があがり

の写真とコメントを返信。送られてきた「作

品」に会長が一言添えて「景品」を郵送して

います。（メールを使わない人にはレシピも

郵送）これまでに送ったレシピは17になり

ます。集まることができなくても、新たな方

法でコミュニケーションをとることができて

良かったです。

みんなのひろば

GoTo レシピ 
～メールを使って活動中

東京都文京区 味わいクラブ 
会長　白土正介

詐欺被害防止に、
注意喚起ツールを提供！
～日本証券業協会
　老人クラブでは、友愛訪問やサロン活動、研

修会、スポーツ大会、加入促進など、さまざ

まな機会に「消費者被害詐欺被害防止」の啓

発活動を行っています。日本証券業協会では、

「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コー

ルセンターの運営に加えて、投資詐欺の被害

防止に係る注意喚起ツール（写真）の無償提

供を通じた注意喚起活動を行っています。詳

しくは、全国老人クラブ連合会ホームページ

「お知らせ」をご覧ください。

「株や社債をかたった投資詐欺」 
被害防止コールセンター
フリーダイヤル：0120–344–999
（平日9時～11時 30 分、12時 30 分～17時 )

防ごう！

消費者被害

６月の課題「麻婆ジャージャー麵」―個性が光る三者三様

啓発グッズ、 リーフレット、 ポケットティッシュ、 卓上メモ
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「GoTo レシピ」 （7ページ） の7月
の課題「ひき肉ともやしのケチャ

ポンライス」に挑戦してみました。合いびき肉と
もやしをオリーブ油で炒めてトマトケチャップと
ポン酢しょうゆで味付けたものをご飯にのせま
す。我ながらおいしくできたのですが、撮影した

写真にがっかり。そこで気づいたのは、写真に
撮ることで、彩りやバランスを気にしたり、おい
しく見えるように工夫をするようになり、食事が
楽しくなるのではないかということ。クラブで会
食できる日を楽しみに、みなさんも作って、写真
交換してみてはいかがでしょうか？ （敦）

編集後記

●令和 3 年 7月10 日発行（毎月 1 回 10日発行）第489 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


