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各地の活

動から

緊急事態宣言が解除された翌週 7 月 3 日、地域で「た
なばた祭り」を開催しました。新しい住民が増え、子ど
もたちにこの町に住んで良かったと思える素敵な思い出

久々に
笑顔あふれた
地域交流
大阪府豊中市若竹寿会

を作ってあげようと、自治会やこども会に働きかけて4 年
前から開催しています。今年は約 80 名が参加しました。
感染対策を徹底し、参加者は家で熱を測って来場し、
マスクを着用して大声は出さない。密を避けるために、
子どもが集まる時間帯を低学年と高学年の 2 回に分け、
飲食物の提供も止め、お菓子の袋詰めを釣り上げるお菓
子釣りに変更しました。昨年からは、消防団も参加して
キャンドルナイトを開催。短冊が飾られた七夕の竹をライ
トアップしています。
コロナ禍で閉塞感が続くなか、みんなで集い、ひとつ
の行事を助け合って開催することができ、大人も子ども
も喜びが溢れていました。
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新しいアイデアで
コロナ禍を乗り越えよう！
新型コロナウイルス感染防止対策の影響によ

絵画や書、手芸品など持参した作品を会長が並べ、

り、多くのクラブ活動や連合会行事が中止になっ

画面には紹介の文字が映し出されます。発表会は、

ています。一方で、本誌で紹介している活動のよ

8 団体が密にならないように集合時間をずらしな

うに、感染予防に配慮して取り組んでいるクラブ

がら順次撮影しました。コーラス、ミュージック

や連合会も少なくありません。その中には、新し

ベル、フラダンス等の発表を行いました。収録し

い手法やアイデアを用いて取り組みを行っている

た映像を 30 分の番組として、４回放送されまし

ところもあります。本号では、その中から四つの

た。地域の感染状況を踏まえて、今年も無観客開

活動を紹介します。

催を検討中です。

◆月刊「全老連」では、みなさんのクラブや連合会で

■一人でできる健康づくりの提案

取り組んでいる新たな活動方法や感染防止に向けた
工夫について、情報をお待ちしています。

岐阜県かがやきクラブ大垣（市連合会）
171 クラブ、会員数 9,718 人

■ケーブルテレビで放送して「作品展・発表会」
を無観客開催

連合会は、コロナ禍で会員が身体を動かす機会
が少なくなっていることから、自宅で一人でも取

もて ぎ まち

り組める健康づくりを呼びかけました。第一弾は

栃木県茂木町老人クラブ連合会

「ラジオ体操で虚弱（フレイル）を予防しよう！」
。

6 クラブ、257 人
毎年実施している「茂木町老連作品展・発表会」

カレンダーを作成して全会員に配布しました。第

を無観客開催にして、地元ケーブルテレビで収録・

二弾は「てくてく歩いて健康づくり」
。西濃地区

放送しました。活動を地域のみなさんに見てもら

を歩く「ゆったりコース」
（90km）と県内をめぐ

い、みんなで少しでも元気を共有できたらという

る「健脚コース」
（350km）を紹介したシートを

思いで取り組みました。

作りました。参加の楽しみを作ろうと、３か月の

作品展は各クラブから 3 点程度出展されます。

体操カレンダーと
ウォーキングシート

無観客のホールで収録
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新しいアイデアでコロナ禍を乗り越えよう！

は屋内でスマホ講習会を開催しました。

期間を設定して規準を達成した人の中からそれぞ
れに抽選で健康づくりグッズをプレゼントしまし

■コロナ禍の困りごとに、
「相談室」を開設

た。応募者はラジオ体操は 913 人、ウォーキン
グは 616 人でした。

京都府福知山市老人クラブ連合会

今年度は 10 月からウォーキングに地域の清掃

112 クラブ、4,500 人

活動を加えた取り組みを計画しています。去年の

市老連はコロナ禍の活動に関する困りごとに対

活動を通じて地域の美化に関心が高まっている

応する「相談室」を 1 月に開設、月～金曜日に事

ことや、今年度から岐阜県の健康ポイント事業と

務局員が主に電話で対応しています。きっかけは、

して、老人クラブ活動も加えられたので、これを

緊急事態宣言等が出される中で、活動の範囲や方

活かした取り組みを考えていきたいと思ってい

法についてクラブから問い合わせが多数寄せられ

ます。

たことでした。これまで、月平均 30 件ほどの相
談があり、加盟クラブだけでなく、地域の高齢者
団体やサークルからも相談を受けています。

■密を避け、屋外で茶話会開催

はな おさ

愛知県あま市花長寿会 128 人

この取り組みを通じて、赤外線温度計や消毒液

活動再開を望む声に応えて、今できるやり方で

を単位クラブに支給するなど、活動再開に向けた

やってみようと、昨年 9 月、公民館の駐車場に机

条件整備も進めることができました。また、事務

と椅子を並べて「元気ですか！顔合わせ会」を開

局を身近に感じてもらうことができ、単位クラブ

催しました。密を避けるために、集合時間を設け

とのコミュニケーションにも役立っています。ま

ず、参加者は開催時間内に自由に参加してもらい、

た、これまで市老連やクラブの情報が行き届かな
かった市内の高齢者団体・サークルにも、相談を

「ほどほどのおしゃべり」と賞品を用意して「抽

通じて情報を発信できたことです。

選会」を行いました。会場入口で体温測定と健康

9 月からは新型コロナの相談だけではなく、
「老

チェックを行い、多数になった場合は、先着順に
帰っていただくように役員が声かけをしました。

人クラブに関するなんでも相談」として、幅広い

6 月に再開した茶話会ではゲームを行い、7 月に

内容で相談に応じることとしています。

凸凹積み木ゲーム

相談を受ける市老連事務局長
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北から南から

自立体力測定を取り入れた
健康づくり
千葉市中央区老人クラブ連連合会 ● 16 クラブ ●会員数 738 名

コロナ禍の「健康教室」
昨年、コロナ禍で区老連のイベントも中止せざ
るを得ない状況が続くなか、会員からは「仲間と
会って話がしたい」等の声があがっていました。
そこで、千葉市老連に相談して、地区老連やクラ
ブを対象に、
集まる人数を減らして「健康教室（自
立体力測定）
」を開催することにしました。
プログラムは約 2 時間、健康に関する講義に続
き、日常生活を行う上で必要な動作（４項目）を
チェックします。普段区老連のイベントやスポー

歩行能力テスト

ツ活動に参加しない（できない）人も、近くの会
場で開催されることで、気軽に参加することがで

を受けられ楽しかった」
「点は採れたが、体力の

きると考えました。

衰えを感じた」
「自分の体力を知ることができて
勉強になった」などの感想や「継続して実施して

身近に参加、体験できる活動づくり

もらいたい」という要望もありました。一方、
「点

「健康教室」は回を重ねるにつれて関心も高まり、

数をつけられるのが嫌」
「
（コロナ禍で）家族から

参加者も増えて令和 2 年度は 4 会場延べ 75 人の

イベントへの参加を止められている」などの理由

参加となりました。参加した会員は、みんな「良

で参加しない人もいました。

かった」と言ってくれました。
「初めはテストと

指導いただいた事務局からは、
「病気を予防す

いう言葉に少し抵抗があったが、遊び心でテスト

るために健康診断を受けるように、体力も定期的
にチェックして日頃から運動に対する意識の向上
が必要」と体力測定の必要性が説明されました。
区老連としてもこのことを理事会で報告したり、
広報誌「ちゅうおう」への体験談の掲載を通じて
活動への理解を広める取り組みを行いました。さ
らに今年度は、区老連の重点事業に掲げ、
「健康
教室」を実施するクラブを募っています。
本事業を通じて、会員が気楽に参加できるよう
にクラブや地区老連単位で事業を開催したり、研
修会に体験学習を取り入れていくことで、参加者
を増やしていきたいと思っています。
（会長 亀井 隆行）

手作業能力テスト
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老人クラブが運営する
まちの集いの場
ぶん ご たか だ

大分県豊後高田市老人クラブ連合会 ● 71クラブ ●会員数 2,127 名

「サロン・笑話館」と出前サロン
豊後高田市は、
「高齢者が楽しいまちづくり」
を推進しています。その一環として、平成 23 年、
商店街のある「玉津プラチナ通り」に、高齢者が
しょう わ か ん

気軽に集える場「プラチナ笑話館」を開設して市
老連が運営しています。さらに会館を利用して
「サ
ロン・笑話館」を開催。絵手紙、手話、小物作り
の三つの教室をそれぞれ月 1 回行っています。

手芸教室

現在は、感染防止対策として、1 回の参加者を
10 名以下、多い場合は午前、午後の 2 回に分け

現在の登録メンバーは 32 名です。例えば、干支

て実施しています。令和 2 年度実績は、開催回数

の置物、小物作り、絵手紙、体操、脳トレの指

は 26 回、延べ 192 名の参加がありました。

導等が登録されています。令和 2 年度は、各地
域のサロンをはじめ児童クラブや婦人クラブな
どに 16 回派遣しました。

●出前サロン
この他、市老連は、「出前サロン」として、単
位クラブや地域活動の集いの場（サロン活動）

女性部が運営する交流ショップ「よりみち」

を応援しようと、得意なことを通じて単位クラ

「プラチナ笑話館」の隣には、女性部が中心とな

ブや地域の活動を手伝ってもらえる人「サロン

って運営する交流ショップ「よりみち」がありま

フレンド」を募集し、登録、派遣しています。

す。フリーマーケット式で、市内在住の高校生以
上なら誰でも出品でき、店内にはリサイクルの日
用品や衣類、手作り民芸品等が所狭しと並んでい

商店街にある二つの施設

ます。他にもアイスクリームや焼き芋を販売して
います。出品者には売上の 70％を還元し、30％
は手数料としていただいています。店員は現在
12 名（非会員 2 名）です。コロナ禍により休業
期間もありましたが、現在は年中無休（盆・正月
あわせて 10 日程度の休みを除く）10 時～ 16 時
に開店しています。来店者から「コロナ禍で他の
店が閉まって行くところがなかったから良かっ
た」
「馴染みのある店員、お客さんがいるので安
心できる」などの声をいただいています。
（会長 都甲 昌叡）

持ち込まれた販売品
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いちょうだより

みんなで築こう
安心と活力ある健康長寿社会

「老人の日・老人週間」
（9 月15 ～21日）キャンペーン
今年も「老人の日・老人週間」キャンペーンが展開されます。
主唱団体には、内閣府、消防庁、厚生労働省や福祉・医療
関係団体、全国老人クラブ連合会も参画しています。
■キャンペーンが目指す 6 つの目標
（１）すべての高齢者が安心して自立した生活ができる、保健・
福祉のまちづくりを進め、ふれあいの輪を広げよう。
（２）高齢者の知識、経験や能力をいかした、就労・社会参加・
ボランティア活動を進めよう。
（３）高齢者の生きがい・健康づくり、介護予防、感染拡大防
止等への取り組みを進めよう。

（４）高齢者の人権を尊重し、認知症高齢者への支援のあり方や介護問題等をみんなで考え、
高齢者や介護者を支える取り組みを積極的に進めよう。
（５）高齢社会における家族や地域社会等の役割を理解し、多世代がお互いに協力して安心
と活力ある健康長寿社会をつくろう。
（６）減災や防災への取り組みに関心を持ち、日頃から地域でのつながりを築こう。

9 月 15 日は老人福祉の記念日（原点）～「老人の日・老人週間」制定の経緯
の

ま だに むら

た

か ちょう

●「老人の日」は、昭和 22 年兵庫県野間谷村（現・多可町）にて 9 月 15 日に敬老行事が行
われたことに端を発します。その後、兵庫県が「としよりの日」として県民運動を展開、
さらに全国社会福祉協議会が「としよりの日」運動を始め、21 日までを運動週間としまし
た。そして、昭和 38 年、老人福祉法に「老人の日」が定められ、その後「敬老の日」とし
て祝日になりました。
●「敬老の日」を９月の第三月曜日にする祝日法改正が出された際には、全老連は国民自ら
が築きあげてきた、わが国の老人福祉の記念日ともいえる 9 月 15 日を残そうと各方面に
働きかけ、その結果、老人福祉法が改正され、平成 14 年から新たに 9 月 15 日が「老人
の日」
、同日から 1 週間が「老人週間」となりました。
●「老人クラブ『老人の日・老人週間』」は、この制定を記念してスタートした全国運動で、
「仲
間と集い、高齢者の元気な姿を示そう！」をスローガンに、9 月 15 日を中心に老人週間の
期間中、
「健康・友愛・奉仕」の三大運動を中心とした活動を通して、健康づくりと社会
参加への高齢者の意欲と姿勢を示そうとするものです。
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電話の契約トラブル

防ごう！
害
消 費 者被

～アナログ回線に戻す契約のはずがサポート契約に
電話の回線利用について、大手通信会社のサポートセン
ターを名乗る事業者から「光回線からアナログ回線に戻さ
ないか」と電話を受けました。今は誰もインターネットを
使っていないので、ちょうどいいと思い契約しました。
しかしその後、毎月サポート料金として約 3 千円引き落
とされていることが分かり、確認すると 1 年縛りでサポー
ト契約をしているとのことだった。解約を申し出ると、今
解約するとキャンセル料が発生すると言われた。


（70 歳代 女性）

ポイント！
● 事業者名、内容や解約条件をよく確認しましょう。
● 必要ないと思ったらきっぱり断りましょう。
●困
 ったときは、消費者ホットライン 188 に相談しま
しょう。
独立行政法人国民生活センター「見守り新鮮情報（398 号）
」より

みんなのひろば

平和の思いを受け継ぎ、
戦争体験集を再編集

争の聞き取り学習がだんだん難しくなってき
た」という学校現場の声も耳にします。そこ
で、昨年、戦争体験集を再編集して「ふるさ

熊本県玉名市玉名中央老人クラブ

との太平洋戦争」
（上・下巻）を作成、市内
の小中学校、図書館等に配布しました。
「平

「こんな戦争は二度としてはならないと子ど

和学習に使った」等のお礼の電話をいただき

も達にも分かって貰えれば幸いである」
。旧

ました。これからも「平和を守る大切さ」を

玉名市老連の先輩方が、平成 7 年に戦後 50

次世代にしっかりと伝えていく所存です。
（松村誠一）

周年を記念して作成した戦争体験集「永遠の
平和を祈って」
（寄稿者 80 余名）の編集後記
の一節です。
昭和 19 年生まれの私には当然のことなが
ら、戦争の記憶はありません。しかし、戦後
の食糧難や物不足の大変さはよく覚えていま
す。戦争を体験した人達が少なくなり、
「戦
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さまざまな事情を抱えながら東京

が頼もしく感じたのは、メダルの数ではなく若者

オリンピックが始まりました。57

たちが、外国の審判員に自分の言葉で説明した

年前みなさんはどこで誰とオリンピックを見てい

り、質問したりしている姿でした。次はパラリン

ましたか ?

コロナ禍でなければ、仲間とあの

ピック、注目している種目は、最近、各地の会

頃の思い出話とともに語り合うことを楽しみにし

報に見かけることが多くなったボッチャです。テ

ていた方々も多かったのではないでしょうか。私

レビの前で応援しましょう。

編集後記

（敦）

全老連で発行している資料で掲載
している PR ロゴです。クラブや
連合会の広報資料に活用ください。
全老連のホームページ「活動資料」
からダウンロードできます。
● 令和

3 年 8 月 10 日発行（毎月 1 回 10 日発行）第 490 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
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● 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

8

