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全老連

第50 回 
全国老人クラブ大会報告号
令和３年11月17日、香川県老人クラブ連合会と共同主催にて、第 50 回
全国老人クラブ大会を香川県高松市、サンポート高松で開催しました。新
型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて、今回は地元香川県老連の会員と
関係者のみの参加による開催となりました。本号では、その様子を報告い
たします。
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大会概要

　令和 2 年 11 月に予定されていた第 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。大会要覧を作成、配布して、記

録を残すことになりました。

　令和 3 年度の第 50 回全国老人クラブ大会は、

当初、全国から参加者を招いて開催する予定でし

たが、新型コロナウイルスの感染拡大により、国

等から示された社会経済活動再開の指針を踏まえ

「新しい生活様式」を基本に徹底した感染予防策

を講じ、大会の内容、規模を縮小して香川県高松

市で開催することになりました。

　会場は高松市の「サンポート高松」大ホール。

参加者を地元香川県老連の会員と関係者のみと

し、参加者数もフィジカル・ディスタンス（物理

的距離） に配慮して約 200 人に限定、式典の様子

はインターネットの動画サイト 「YouTube」 （ユー

チューブ） による配信で、生中継しました。

　なお、プログラムは、第 1 部を活動発表、第 2

部を式典として、 11月17日 （水） の 1 日での開催

としました。

香川県老連の愛称「ぼちぼちクラブ香川」 のユニフォームで応対

手指の消毒とマスク着用を徹底

受付係の女性委員地元リーダーにより会場全席に表示を掲示

入口で検温
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　大会のオープニングは、国の重要無形民俗文化

財に指定された「滝
たきのみや

宮の念仏踊」。続いて第 1 部

の 「活動発表」 では、 「コロナ禍における高齢者の

健康づくりと地域支え合い （友愛） 活動の推進」

をテーマにした活動発表が行われました。舞台に

資料を映し出し、東京都東大和市、徳島県石井町、

そして香川県三豊市の単位クラブから、具体的な

取り組み、活動の成果が説明され、コーディネー

ターからコメントをいただきました。

　第 2 部「式典」では、香川県老連会長からの歓

迎の言葉に始まり、国歌斉唱、全国老人クラブ連

合会会長表彰の賞状授与、来賓の方々からは祝辞

をいただきました。大会宣言が朗読・採択された

後に、次回大会が行われる東京都老人クラブ連合

会からの報告があり、全老連副会長・徳島県老連

会長による閉会の言葉で、大会は幕を閉じました。

大会概要

アトラクション「滝宮の念仏踊」

活動発表：東京都東大和市シニアクラブ連合会新成会

活動発表：徳島県石井町老人クラブ連合会

活動発表：香川県三豊市豊中町笠田松寿会

全国老人クラブ連合会会長表彰

宣言朗読
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次　第 （敬称略）

　司会　フリーアナウンサー　白井 美由紀

［オープニング］        「滝宮の念仏踊」滝宮念仏踊保存会

［第1部　活動発表］

　「コロナ禍における高齢者の健康づくりと地域支え合い （友愛） 活動の推進」

コーディネーター　香川短期大学  学長　加野  芳正
　活動発表

　コロナ禍で安全を守り 『介護予防』 を活かす 「通いの場」 新堀地区体操会

東京都東大和市シニアクラブ連合会新成会  副会長　青木  勇
　コロナ禍での健康づくり活動

徳島県石井町老人クラブ連合会  会長　福生  量雄
　『笠田見守り隊』 の立ち上げと 『寄ってこいこい会』 で憩いの場づくり

香川県三豊市豊中町笠田松寿会  会長　十鳥  美行

［第2部　式典］

　歓迎の言葉　　香川県老人クラブ連合会会長　藤川  泰文
　国家斉唱

　黙　　祷

　挨　　拶　　　全国老人クラブ連合会会長　清家  篤
　表　　彰　　　全国老人クラブ連合会会長表彰
　　　　　　　　　　老人クラブ育成功労表彰　　代表　香川県　山下  ヒデ子

　　　　　　　　　　優良老人クラブ・優良老人クラブ連合会表彰　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　香川県　観
かん

音
おん

寺
じ

市老人クラブ連合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　香川県　さぬき市寒
さん

川
がわ

地区老人クラブ連合会

　　　　　　　　　　永年勤続表彰　　　代表　香川県　吉岡  亜由美

　祝　　辞　　　厚生労働大臣　後藤  茂之
　　　　　　　　香川県知事　浜田  恵造
　　　　　　　　高松市長　大西  秀人

　宣言朗読　　　香川県老人クラブ連合会副会長　直嶌  伸志
　次回大会挨拶　全国老人クラブ連合会副会長 

　　　　　　　　東京都老人クラブ連合会会長　村上  光夫
　閉会の言葉　　全国老人クラブ連合会副会長 

　　　　　　　　徳島県老人クラブ連合会会長　細井  啓造

閉会の言葉次回大会挨拶
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宣　言

　わが国では、人口減少と少子高齢化が進行し、社会経済構造や人々の暮

らしも変化する中、子ども・高齢者・障害者などすべての人々が地域・暮

らし・生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実

現をめざした取り組みをすすめています。

　近年、全国の老人クラブでは、そうした情勢を受けとめつつ、日頃の「健

康づくり・介護予防活動」、「地域の見守りや支え合い活動」などを通して、「地

域のつながり」を深め、ともに生きる豊かな地域社会づくり等に取り組ん

でいます。

　一方、新型コロナウイルス感染の拡大の影響を受ける中、日常生活と感

染防止対策を両立しつつ、高齢者の心と体の健康維持、人との交流やコミ

ュニケーションの増進を目指し、アイデアや創意工夫を凝らした「フレイ

ル（虚弱）予防」や「通いの場づくり」にも取り組んでいます。

　私たち老人クラブは、人生 100 年時代に向けて、地域の幅広い関係者や

組織と連携を図り、地域社会を支える様々な活動を通して、老人クラブの

存在意義を高め、全国に広がる仲間とともに一層の生きがい・健康づくり

を進めていきます。

　本日、第50回の節目にあたる全国老人クラブ大会の開催に際し、ここ香

川県において、 「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 3 年 11 月 17 日

第50回  全国老人クラブ大会
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　今大会は、香川県老人クラブの御尽力により、オンラインで全国からの参加者をお迎えする形の開催と
なりました。世界的にパンデミックの猛威を振るう中で、医療や介護体制への負担を増すことのないよう、
そして会員の皆様やその家族、周囲の方々の安全と安心を守るため、高齢者の当事者団体である老人クラ
ブ自ら率先して、社会的役割を果たすという意味で、極めて意義のある形式となったと考えております。
　昨年春以来の厳しい状況下で、外出や人との交流機会が減少することによる高齢者の孤立や心身への影
響を危惧する声が寄せられています。そのような中、 第 1 部の活動発表では、 「コロナ禍における高齢者の
健康づくりと地域支え合い活動の推進」 をテーマに、 “ 新しい生活様式 ” を踏まえた三つの事例をご紹介い
ただきました。いずれも、地域の実態に合わせて、創意工夫を凝らした取り組みが行われています。
　人口減少と少子高齢化の進む日本では、いかに社会の活力を維持していくかは大きな国民的課題となっ
ております。そのためには、女性も男性も、高齢者も若者も、また障害のある人も、あらゆる人々がその
意欲と能力に応じて役割をもち、互いに支え合いながら地域や暮らし、生きがいを築き上げていく「地域
共生社会」を実現することが必要です。
　私たち老人クラブも、「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、これまで積
み重ねてきた多彩な活動の成果を生かし、積極的にその一翼を担ってまいりたいと存じます。

　昨年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、残念ながら大会中止となりましたが、主催者で
ある全国老人クラブ連合会と、香川県老人クラブ連合会をはじめ多くの関係者の皆さまのご尽力により、
本年は大会が開催されることに心から敬意を表します。
　わが国では、長寿化の進展により人生 100 年時代を迎える一方で、人口減少や単身高齢者世帯の増加
等が懸念されております。地域において、個人や世帯の抱える課題が複雑化・複合化しており、地域共生
社会を実現していくことが求められています。
　厚生労働省においては、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
現するため、高齢者の社会参加、介護予防、認知症施策の推進等にも引き続き取り組むとともに、地域住
民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の整備など、地域共生社会の実現に向け
た取り組みを加速化してまいります。
　老人クラブの皆さまには、こうした状況に応じてまさに身近な地域の中で高齢者の健康と生きがい、社
会参加の推進に取り組むほか、見守り支援や支え合い活動などの活動に取り組んでいただいております。
より多くの方々がクラブ活動にご参加いただくことにより、健康寿命の延伸、地域づくりの取り組みが一
層充実し、全ての人々が安心して暮らせる社会が構築されていくことを大いに期待しております。

「地域共生社会」 の実現に
老人クラブが一翼を担う

全国老人クラブ連合会 会長　清家  篤

安心して暮らせる社会構築を期待
厚生労働大臣　後藤 茂之氏

（代理：厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長　笹子 宗一郎氏）

挨 拶

祝 辞
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　わが国では急速に高齢化が進んでおり、2025 年には団塊の世代の方々が全て 75 歳以上となる、本格
的な超高齢社会を迎えます。地域で安心して生活するためには、高齢者の皆さまが健康であるとともに、
共に支え合う社会づくりのため、地域社会の中で自らの知識や経験を生かしていくことが重要であるもの
と存じております。
　全国老人クラブ連合会の皆さまにおかれましては、「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、日々活動に取り組まれていることと存じます。昨年からの長引くコロナ禍によりクラブ
活動が思うようにできないところではございますが、新しい生活様式を取り入れながら活動されているク
ラブの活動発表は、全国の老人クラブの参考になるものと存じます。皆さま方におかれましては健康にご
留意をいただきまして、今大会で集束された知識をもとに、それぞれの地域におきまして豊富なご経験と
ご見識を生かし、地域社会の支え手、担い手として、より一層ご活躍されますことを、大いに期待申し上
げます。また、コロナ禍が落ち着いた折にはぜひ本市にお越しいただきまして、日本三大水城の一つであ
る高松城跡玉

たま

藻
も

公園や、特別名勝である栗
りつ

林
りん

公園、源平の古戦場・屋
や

島
しま

など、本市が誇ります景勝地、観
光地をご覧いただきますとともに、本場の讃岐うどんや瀬戸内海の新鮮な海の幸などをご賞味いただけれ
ば幸いに存じます。

　本来でございますと、浜田知事がまいりましてご挨拶すべきところでございますけれども、所用により
まして、本日は私からご挨拶させていただきたいと存じます。
　第 50 回全国老人クラブ大会が香川県で開催されますことを、心からお慶び申し上げます。この機会に
全国各地から香川県にお越しいただき、本県の魅力に触れていただきたいと思っておりましたが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響によりましてそういった機会が失われ、大変残念でございます。皆さま方には、
来年の 4 月から、瀬戸内海の島々を舞台とした現代アートの祭典、瀬戸内国際芸術祭 2022 が開催されま
すので、ぜひ状況に応じて香川県にお越しいただければ幸いに存じます。その際に、香川の食、文化、歴
史、アートといったもの、魅力を肌で感じていただければありがたいと思っております。
　さて、本県においては 65 歳以上の人口が 31.8% と過去最高を更新するなど、超高齢社会を迎えており
ます。県では、第 8 期の香川県高齢者保健福祉計画に沿って、高齢者の方々の社会参加の促進をはじめ、
生きがいづくりの推進や就業機会の確保に取り組むなど、各種施策を展開しています。老人クラブの皆さ
ま方におかれましては、友愛訪問活動をはじめ、閉じこもりを予防するサロン活動、地域の安全・安心を
支える交通安全活動、消費者被害の防止に向けた取り組み、子供たちの見守り活動など、その豊富な知識
や経験を生かして長年多岐にわたる活動を展開されており、大変心強いかぎりです。

地域社会の中で自らの知識や経験を
生かしていくことが重要

高松市長　大西 秀人氏

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社会を

香川県副知事　西原 義一氏

祝 辞
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育成功労表彰 （111 名）
髙澤　英治 札幌市老人クラブ連合会副会長

吉田　育夫 札幌市老人クラブ連合会副会長

折舘　  博 青森県老人クラブ連合会理事

菅原　敬一 青森県八戸市老人クラブ連合会副会長

千葉　孝志 前　岩手県老人クラブ連合会副会長

小野寺彦宏 前　岩手県老人クラブ連合会理事

渡邊　榮一 宮城県老人クラブ連合会監事

一宮　嘉輝 宮城県亘理町シニアクラブ連合会監事

新妻　時江 前　仙台市老人クラブ連合会理事

村上　重作 仙台市老人クラブ連合会理事

小林　達夫 山形県老人クラブ連合会理事・前副会長

菅　喜代美 山形県最上町老人クラブ連合会役員�
（女性委員長）

東海林雅子 福島県大熊町老人クラブ連合会副会長

沼尻　  保 前　茨城県老人クラブ連合会理事

山田　  博 栃木県老人クラブ連合会理事

戸叶　道孝 栃木県足利市老人クラブ連合会会長

永井　完兒 群馬県老人クラブ連合会理事

重田登代次 群馬県老人クラブ連合会理事

松本　岩雄 千葉県市川市高齢者クラブ連合会会長

海老原　稔 千葉県印西市高齢者クラブ連合会会長

並木　  明 東京都老人クラブ連合会理事・女性部会長

福井富太郎 東京都老人クラブ連合会副会長

有賀　康明 東京都東久留米市シニアクラブ連合会会長

大友　昭夫 神奈川県老人クラブ連合会副理事長

中間　鐵郎 神奈川県寒川町シニアクラブ連合会会長

松野　  忍 横浜市老人クラブ連合会評議員

永嶋　信央 前　川崎市老人クラブ連合会副理事長

松本　  浩 川崎市老人クラブ連合会評議員

髙山　キミ 前　新潟県老人クラブ連合会理事

相川　  弘 前　新潟市老人クラブ連合会常務理事

栃原　チイ 前　新潟市秋葉区老人クラブ連合会理事

金物　正男 前　富山県魚津市老人クラブ連合会会長

若林　忠雄 前　富山県射水市老人クラブ連合会会長

釜谷　匡子 石川県金沢市老人連合会副会長

八十島幸雄 前　福井県老人クラブ連合会会長

池上栄一郎 元　福井県越前町老人クラブ連合会会長

大芝　元二 山梨県老人クラブ連合会理事

豊田　泰長 前　山梨県甲斐市老人クラブ連合会副会長

牧野　和人 長野県シニアクラブ連合会評議員

丸山　一則 前　長野県シニアクラブ連合会評議員

篠田　  孝 前　岐阜県老人クラブ連合会副会長

西田　勝義 岐阜県老人クラブ連合会副会長

野道　孝一 元　岐阜県飛騨市シニアクラブ連合会会長

片岡　宏之 静岡県老人クラブ連合会副会長

寺本　達良 静岡県老人クラブ連合会評議員

望月　  繁 静岡市葵区シニアクラブ連合会理事

殿島　征男 名古屋市東区老人クラブ連合会会長

安江　春彦 名古屋市天白区老人クラブ連合会会長

河村　好子 前　三重県老人クラブ連合会評議員

松橋　隆良 前　三重県朝日町老人クラブ連合会会長

郷野智惠子 滋賀県老人クラブ連合会理事

福永　一枝 前　滋賀県愛荘町愛知川老人クラブ連合会会長

田中　丈夫 京都府老人クラブ連合会評議員

田中　輝美 前　京都市左京区老人クラブ連合会会長

澤井　正一 前　京都市老人クラブ連合会理事

真銅　忠司 大阪府老人クラブ連合会理事

山本　善信 大阪府老人クラブ連合会理事

漆谷　芳幸 大阪市老人クラブ連合会理事

平澤　  徹 大阪市老人クラブ連合会理事

添田　豊司 堺市老人クラブ連合会理事

酒井　捷彦 堺市老人クラブ連合会理事

　　　千歳 前　加古川市老人クラブ連合会副会長

丸山　敏勝 兵庫県三田市老人クラブ連合会会長

藤原　則男 兵庫県神河町老人クラブ連合会会長

櫻井　公晴 兵庫県太子町老人クラブ連合会会長

久保　三男 神戸市老人クラブ連合会理事

奥井　重忠 神戸市老人クラブ連合会理事

梶嶋　忠男 奈良県老人クラブ連合会理事

岡本　紀彦 前　奈良県五條市老人クラブ連合会会長

佐原　靖彦 前　和歌山県有田市老人クラブ連合会会長

橋口　嘉代 和歌山県新宮市老人クラブ連合会副会長

中林　正樹 前　鳥取県老人クラブ連合会会長

遠藤　  量 鳥取県境港市ことぶきクラブ連合会理事

河野　孝祐 前　島根県老人クラブ連合会副会長

太田　聖眼 前　岡山県老人クラブ連合会理事

川上　啓介 前　岡山県倉敷市老人クラブ連合会理事

武政　司郎 前　岡山市老人クラブ連合会理事

角本　義昭 前　広島県福山市老人クラブ連合会監事

中田　  武 広島県廿日市市老人クラブ連合会理事

堂本　澄子 広島市老人クラブ連合会副会長

新谷　聰子 広島市佐伯区シニアクラブ連合会副会長

守田　節子 山口県老人クラブ連合会理事

佐々木太一 前　山口県宇部市老人クラブ連合会会長

長野　正直 徳島県老人クラブ連合会評議員

吉積　孝子 前　�徳島県阿南市セニヤクラブ連合会役員�
（幹事）

山下ヒデ子 前　香川県老人クラブ連合会理事

久保　正一 前　愛媛県内子町老人クラブ連合会会長

野村　  靖 高知県老人クラブ連合会理事

中岡　恒子 前　高知県高知市老人クラブ連合会副会長

豊福　悦子 福岡県老人クラブ連合会監事

中野　保美 元　福岡県川崎町老人クラブ連合会会長

全国老人クラブ連合会会長表彰　受章者名簿（敬称略）
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中原　  剛 前　福岡県上毛町老人クラブ連合会会長

松本　賴光 前　北九州市老人クラブ連合会常任理事

溝田　幸男 北九州市老人クラブ連合会常任理事

森山　忠明 福岡市老人クラブ連合会理事

長　　ハル 福岡市老人クラブ連合会理事

中島　  馨 佐賀県老人クラブ連合会副会長

金子　健夫 長崎県老人クラブ連合会評議員

坂本　康幸 長崎県佐世保市老人クラブ連合会会長

井上　石根 熊本県老人クラブ連合会副会長

椎屋　孝雄 元　熊本県相良村老人クラブ連合会会長

土肥　啓資 元　熊本県五木村老人クラブ連合会会長

杉﨑　良春 元　大分県老人クラブ連合会会長

佐竹　安子 大分県九重町老人クラブ連合会理事

那須　清重 宮崎県老人クラブ連合会評議員

山﨑　福男 宮崎県宮崎市老人クラブ連合会理事

伊集院正行 鹿児島県垂水市老人クラブ連合会会長

飯田　哲郎 鹿児島県肝付町老人クラブ連合会会長

石原　誠仁 前　沖縄県老人クラブ連合会評議員

辺原　良子 ブラジル日系熟年クラブ連合会副会長

菊池　明雄 パラグアイ日系老人クラブ連合会副会長

優良老人クラブ表彰 （62 団体）
北海道小樽市銭函地区 銭函元気会
札幌市西区西野地区 西野寿和会
青森県青森市浪岡地区 本郷若返り老人クラブ
岩手県気仙郡住田町�
五葉地区 五葉老人クラブ
宮城県牡鹿郡女川地区 針浜老人クラブ
仙台市太白区東中田地区 下前田青葉会
秋田県南秋田郡大潟村
西２丁目地区 青風会
山形県酒田市八幡升田地区 第一満寿美会
福島県東白川郡矢祭町
大字東舘山野井地区 山野井金沢鶴亀会
茨城県那珂市東木倉地区 東木倉高齢者クラブ東会
栃木県大田原市�
野崎東町地区 野崎東町自治会長寿会
埼玉県新座市新座地区 寿クラブ
埼玉県川越市藤間南地区 藤間南春秋会
埼玉県上尾市原市地区 原市九区いきいきクラブ
神奈川県中郡二宮町�
富士見が丘地区 富士見が丘１丁目ゆめクラブ
横浜市緑区三保地区 宮根クラブ
川崎市中原区上平間地区 上平間老人クラブ
新潟県燕市吉田地区 寿美礼会
富山県中新川郡立山町�
東谷・四谷尾地区 東谷四谷尾光寿会
石川県金沢市矢木地区 矢木親寿会

福井県丹生郡越前町�
道口地区 道口福寿会
山梨県甲府市貢川地区 富竹東部親寿会

山梨県中央市 中央市ことぶきクラブ連合会
田富支会

岐阜県岐阜市西郷地区 小野寿会
岐阜県土岐市�
肥田町浅野地区 浅野シルバースターズ
浜松市北区細江町�
気賀油田地区 油田　楽油会
愛知県瀬戸市長根地区 長根第一クラブ
愛知県犬山市丸山地区 丸山長寿会
名古屋市天白区梅が丘地区 友梅クラブ
三重県菰野町大羽根園地区 松寿会
滋賀県犬上郡甲良町�
尼子地区 甲良町尼子老人クラブ喜楽会
京都府宇治市�
五ケ庄７町内南部地区 五ケ庄南部喜老会
大阪府交野市私市山手地区 私市山手老人クラブ
大阪市浪速区恵美須地区 恵美エビスクラブ
兵庫県川辺郡猪名川町�
白金地区 白金プラチナ倶楽部
兵庫県明石市大久保町地区 大久保町高年クラブ
神戸市垂水区美山台・乙木・
青山台・東垂水地区 東部老人クラブ
和歌山県新宮市�
蓬莱・阿須賀・徐福地区 第一蓬莱親睦クラブ
鳥取県日野郡江府町�
池の内地区 池の内常盤会
島根県浜田市熱田町 福井友愛クラブ
島根県出雲市�
斐川町上・中出西地区 中出西百クラブ
岡山県真庭市上地区 上老人クラブ
広島県安芸高田市�
向原町有留地区 錦水クラブ
広島市安佐南区�
川内上温井地区 上温井万年青会
山口県防府市�
駅南大林寺地区 大林寺高齢者倶楽部
徳島県海部郡海陽町�
四方原地区 海陽町四方原クラブ
愛媛県北宇和郡鬼北町�
愛治地区 西野々福寿会
高知県高岡郡日高村�
本郷地区 本郷中部老人クラブ
福岡県鞍手郡鞍手町�
弥生地区 弥生若生会
福岡市中央区赤坂校区 警固第一百寿会
佐賀県佐賀市三瀬村地区 福寿西老人クラブ
佐賀県鹿島市中村地区 中村老人クラブ
長崎県佐世保市�
広田２丁目広田地区 広田老人クラブ住吉会
長崎県北松浦郡佐々町�
神田免・皆瀬免地区 神田老人クラブ
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熊本県阿蘇郡小国町�
北里地区 北里３部老人クラブ
大分県豊後大野市�
三重町下赤嶺中の原区 下赤嶺中の原さわやかクラブ
宮崎県児湯郡西米良村�
竹原地区 竹原共楽会
鹿児島県鹿児島市�
新屋敷町地区 新寿会
鹿児島県大島郡伊仙町�
喜念地区 喜念老人クラブ
沖縄県中頭郡�
北中城村地区 和仁屋和む会
沖縄県那覇市小禄支部 安次嶺でいご会
ブラジル�
サンパウロ市イタペチ市 イタペチ万寿会

優良老人クラブ連合会表彰 （47 団体）
北海道 歌志内市老人クラブ連合会
札幌市 中央区老人クラブ連合会
青森県 田子町老人クラブ連合会
宮城県 富谷市老人クラブ連合会
仙台市 宮城野区榴岡地区老人クラブ連合会
秋田県 羽後町老人クラブ連合会
山形県 朝日町長寿クラブ連合会
福島県 北塩原村老人クラブ連合会
栃木県 下野市老人クラブ連合会

群馬県 前橋市老人クラブ連合会 
　東地区老人クラブ連合会

群馬県 高崎市長寿会連合会 
　金古地区長寿会連合会

東京都 奥多摩町老人クラブ連合会
東京都 東大和市シニアクラブ連合会
東京都 狛江市老人クラブ連合会
神奈川県 開成町老人クラブ連合会
横浜市 磯子区老人クラブ連合会
川崎市 宮前区老人クラブ連合会
新潟県 加茂市老人クラブ連合会
富山県 大島地区老人クラブ連合会
福井県 東浦老人クラブ協議会
岐阜県 美濃市シニアクラブ連合会
静岡県 南伊豆町老人クラブ連合会
愛知県 武豊町老人クラブ連合会
名古屋市 名東区老人クラブ連合会
三重県 桑名市老人クラブ連合会
滋賀県 豊郷町老人クラブ連合会
大阪府 豊中市老人クラブ連合会
大阪市 中央区老人クラブ連合会
堺市 東区老人クラブ連合会
兵庫県 園田地区老人クラブ連絡会

兵庫県 淡路市老人クラブ連合会
奈良県 川上村老人クラブ連合会
広島県 小坂町老人クラブ白寿会連合会
広島市 仁保学区老人クラブ連合会
山口県 田布施町老人クラブ連合会
徳島県 吉野川市老人クラブ連合会
香川県 観音寺市老人クラブ連合会
香川県 寒川地区老人クラブ連合会
高知県 本山町老人クラブ連合会
福岡県 糸田町老人クラブ連合会
福岡県 苅田町老人クラブ連合会
北九州市 曽根校区老人クラブ連合会
北九州市 上津役南地区シニアクラブ連合会
福岡市 冷泉老人クラブ連合会
熊本県 氷川町老人クラブ連合会
熊本県 多良木町老人クラブ連合会
大分県 豊後高田市老人クラブ連合会

永年勤続表彰 （21 名）
藤原　理美 北海道雨竜町老人クラブ連合会�

事務担当主査
箭原　佳典 北海道美深町老人クラブ連合会主査

磯島　寿生 北海道羅臼町老人クラブ連合会主任

加藤眞四男 前　�岩手県一関市老人クラブ連合会�
千厩支部事務局長

鈴木　次郎 福島県湯川村老人クラブ連合会事務担当者

水野奈穂子 岐阜県かがやきクラブ大垣（大垣市老連）�
事務局員

籠橋千恵子 岐阜県土岐市老人クラブ連合会事務局員

岸本　正枝 滋賀県彦根市老人クラブ連合会事務局員

北川　惣一 滋賀県米原市近江老人クラブ連合会�
創造推進員

影山　照義 岡山県美咲町老人クラブ連合会事務局長

金子　純子 山口県山口市老人クラブ連合会�
小郡支部事務局職員

菅野　安代 山口県山口市老人クラブ連合会�
秋穂支部事務局長

浅利　智子 山口県山口市老人クラブ連合会�
阿知須支部事務局職員

吉岡亜由美 香川県土庄町老人クラブ連合会事務局担当

安岡　優希 高知県高知市老人クラブ連合会事務局員

町田　庸子 高知県高知市老人クラブ連合会�
事務局長補佐

成清　三文 前　�福岡県柳川市老人クラブ連合会�
事務局長

今井　清美 長崎県佐世保市老人クラブ連合会事務職員

岩永　徳久 長崎県南島原市老人クラブ連合会事務局長

上野　悠子 大分県中津市老人クラブ連合会主事

新里　  忍 沖縄県八重山地区老人クラブ連合会�
事務局長
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活動発表
「コロナ禍における高齢者の健康づくりと地域支え合い （友愛） 活動の推進」

コロナ禍で安全を守り 「介護予防」 を活かす

「通いの場」 新堀地区体操会
東京都東大和市シニアクラブ連合会   新成会

副会長　青木  勇
　東大和市シニアクラブ連合会には、7 クラブが

所属しており、会員数は 334 人です。単位クラ

ブの新成会は、会員 38 人が、手芸部・書道部・

民謡部などで活動しており、介護予防推進に向け

て「日新カフェ」にも取り組んでいます。

　活動の発端は 2012 年、東大和市と市民が、東

京都健康長寿医療センター研究所の協力のもと、

介護予防に特化した健康体操「東大和・元気ゆう

ゆう体操」を製作したことです。オリジナルの音

楽も付けられ、市は体操を普及するために「体操

普及推進員」を養成、新成会が率先してこの普及

活動に取り組み、「新堀地区体操会」を立ち上げ

ました。

　毎週木曜日の午前、「新堀こども広場」で始め

られた体操会は、2014 年当初 12 名ほどの参加

者でしたが、口コミで参加者が増え、地域住民が

増えたこともあって、2021 年には参加者が 60

名を超えるほどになりました。

　体操実施日は、会場の清掃と安全確認に始まり、

事前のストレッチ〜ゆうゆう体操〜シニア・エア

ロビクスという流れで進めます。対面の受付には

公園のジャングルジムを利用し、ビニールシート

を張って体調チェック、検温などに対応していま

す。参加をチェックするポイント手帳のほかに「体

調自己管理カード」にも記入し、緊急連絡先カー

ドを身に着けて体操に臨みます。また、安全の確

保のため、参加者同士の間隔を一定以上に広げる

工夫もしています。

　体操会では「介護予防はあなたが主役」をスロ

ーガンに、体力測定会や介護予防の健康診断「お

たっしゃ 21」にも取り組んでいます。また栄養

講座や救急法の講習会なども行っており、新堀地

区体操会が、「通いの場」になっています。

コロナ禍での健康づくり活動
徳島県石井町老人クラブ連合会

会長　福
ふ く

生
しょう

 量
か ず

雄
お

　石井町の総人口は 25,506 人、高齢化率は 33%

です。石井町老人クラブ連合会は、町のキャラク

ター「ふじっこちゃん」から、「石井町藤クラブ」

と呼ばれ、33 クラブ、1,616 人が活発な活動を

実施しています。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、年

中行事のいくつかが困難となりましたが、「何と

か開催できる方法があるのではないか」と関係者

と協議を重ね、個々の自覚と協力のおかげで、ひ

とりの感染者も出さずに実施できたものがありま

した。

1）藤クラブ大学「講座」

　例年は石井町中央公民館で 1 日だけ開催してい

ましたが、令和 2 年度は「石井ケーブルテレビ」

での通信講座として、ひと月に 1 講座、合計 6 講

座を毎週日曜日に放送しました。「新堀こども広場」 で行われる体操会（東京都東大和市）
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　内容は「ロコモとフレイル予防」「高齢者の食

生活」などで、医師会や栄養士会などから講師を

招きました。消費生活アドバイザーによる「高齢

者の詐欺被害をなくす」という講座も設けました。

各講座の終了後に「今月のキーワード」と手洗い

動画を放送し、会員限定で記念品を渡しました。

　会員からは「例年は講師が一人なのに、今回は

6 講座も聴けた」など好評で、令和 3 年度も継続

しています。

2）藤クラブ「健康ウォーキング大会」

　感染防止のために受付を 5 か所設置し、検温と

アルコール消毒を行いました。また、原則として

マスク着用ですが、周りに誰もいない場所では外

すなど、適度に休憩を取るというルールも周知徹

底しました。

3）藤クラブ「ボウリング大会」

　毎年、楽しみにしている若手会員が多く、ボウ

リング場と安全な開催方法について協議しまし

た。検温、消毒、マスク着用を基本に、参加申込

書には感染防止に関する「同意書」を付記して徹

底を図りました。

　また、例年は 4 人 1 組のところ、3 人 1 組とし、

全体のスコア表は後日配布するなど進行にも配慮

しました。

「笠田見守り隊」 の立ち上げと
「寄ってこいこい会」 で憩いの場づくり

香川県三豊市豊中町  笠田松寿会
会長　十

じゅう

鳥
と り

 美
よ し

行
ゆ き

　三豊市の総人口は 61,187 人、高齢化率は 36%

に達しています。豊中町には 5 つの小学校区があ

り、それぞれに地区老連を運営しています。笠田

松寿会は昭和 37 年に組織され、9 クラブが所属

しており、会員数は 305 人です。

　地域の高齢者の多くが一人暮らしや高齢者のみ

の世帯、もしくは日中独居となっていることから、

「見守り活動」「憩いの場づくり」に取り組むこと

になりました。活動には、みずほ教育福祉財団の

「地域支え合い応援事業」からの助成金が得られ

ることも分かりました。この助成金はユニフォー

ムの作製や、訪問時に携帯するアルコール・スプ

レーなどに活用しています。

1）見守り活動「笠田見守り隊」

　地区に在住する一人暮らし高齢者、高齢者のみ

の世帯などを対象に、聞き取り調査を行い、訪問

活動を希望すると回答のあった方に、1 チーム 2

〜 3 人で 1 か月に 3 〜 4 回の訪問活動を行って

います。さらに、 「ふれあい見守りカード」 を作成

し、毎月の訪問記録を「訪問カード」に記入して

会長宅の専用郵便受けに届け、後日、課題になっ

たことや、どのようなニーズがあるかということ

を話し合う支部会、全体会を行っています。

　令和 2 年度には研修会も実施し、社会福祉協議

会から借りた DVD による「見守り活動」の勉強

会や、認知症についての講義を受けたり、市内で

先駆的な活動を行っている団体の代表を招いて意

見交換を行いました。

2）憩いの場づくり「寄ってこいこい会」

「会員相互の親睦の機会を増やしたい」という目ボウリング大会（徳島県石井町）

活動発表
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的から、毎月の最終日の午前 10 〜 11 時、公民

館の協力によりサロン「寄ってこいこい会」を開

設することになりました。

　手作りのチラシに加え、社会福祉協議会の協力

を得て町内への放送を行い、参加を募っています。

コーヒーなどの飲み物を用意し、また自宅で余剰

となった野菜や食品、食器、本などを持ち寄り、

用意した缶に「お心遣い」としてお金を入れるこ

とにしました。

　見守りの訪問活動でもサロンへの参加を誘った

り、またサロンで持ち帰った品を訪問時に持って

　三つの素晴らしい活動報告がありました。先ず

もって、コロナ禍でも細心の注意を払い、さまざ

まな工夫を重ねながら活動されていることに、敬

意を表します。

　東京都東大和シニアクラブ連合会新成会からは

介護予防を中心とした内容でした。フレイル予防

には運動、栄養、社会参加の三つが欠かせません。

体操に重点を置きながらも、栄養に関する勉強や

仲間づくりも併せて活動がなされ、また、口コミ

によって参加者が増えていることがよくわかりま

した。「介護予防はあなたが主役！」という標語

も素敵です。この気持ちが、自分の人生をよりよ

く生きようという気持ちに繋がります。

　次は、徳島県石井町老人クラブ連合会の報告で

した。石井町は「住み心地ランキング四国ナンバ

ー 1」に選ばれた自治体です。その要因の一つが、

石井ドーム（温水プールやトレーニング施設を設

置）、650 人収容の公民館、ケーブルテレビ等な

どの施設です。三密を避けるために、ケーブルテ

レビを活用した健康講座を開催するなど、施設を

活用したクラブ活動に特色があります。自治体と

の連携や、会員募集の工夫も参考になりました。

　最後に、地元香川県三豊市から笠田松寿会が報

告しました。このクラブには、「地域のために」

と「自分たちのために」という複眼的な活動があ

りました。地域活動として紹介されたのは、高齢

者の見守りです。自助、共助、公助と言われますが、

ここでは「共助」の精神溢れる活動がありました。

「情けは人のためならず」、他者の笑顔は、自分に

も笑顔をもたらしてくれます。

　老人クラブは仲間作りでもあります。老人クラ

ブの仲間が増え、皆さまの豊富な知識と経験によ

って、よりよい地域社会と豊かな人生がもたらさ

れるよう祈念します。

行ったり、 相互の活動が効果的に継続する基盤が

できてきました。現在、 見守り活動については、 市

の社会福祉協議会からの助成を活用しています。

ユニフォームを着て見守り訪問活動（香川県三豊市）

活動発表

コーディネーター   加野氏

活動発表講評 コーディネーター  香川短期大学 学長　加野 芳正氏
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全国の皆様へ贈るエコグッズ
「あずま袋」1810 枚

　この度の第 50 回全国老人クラブ大会は、全国

の皆様をお迎えできず残念でした。香川県にお越

しの際は、栗林公園やこんぴらさんを観光し、さ

ぬきうどんを始め讃岐ならではの美味しいものを

召し上がっていただこうと、とても楽しみにして

おりました。

　当初より全国の皆様をお迎えするにあたり、女

性委員会では手作りの品でおもてなしをしようと

計画を立て、市町老連で手分けをし、エコライフ

の推進のため、ほどいた着物や余り布で「あずま

袋」1810 枚を作りました。折しもコロナ禍で活

動が制限される中、作業はむしろ活気に満ちたも

のとなり、大会成功に向けた一役に女性委員の心

が一つになるよい機会になりました。ある女性委

員は、作る前は時代遅れかと思いましたが、使っ

てみると紙袋とは違い温かみがあり使いやすく良

女性委員会のパワーを結集
　全国大会開催を踏まえて、県老連の女性委員会

では「香川県のおもてなしとして、何か手作り品

を作ろう」と決定し、さまざまな候補のなかから

「あずま袋」に決まりました。江戸時代、西洋の

鞄をまねて作られた庶民の文化で、小さく折り畳

めるので、エコバッグとして最適です。規格のそ

ろった「みやげ品」とするために、県老連が各市

町老連リーダーを対象に作り方講座を行い、受講

したリーダーが地元の女性委員会で伝達し、各地

で作業が進められました。環境問題への取り組み

も重視し、原則「布は、再利用、余り布を使う」

こととしました。

＊あずま袋の作り方は、香川県老連ホームページに掲載
されています。

かったと話していま

した。この小さなエコグ

ッズがきれいな地球を子どもたちへつなぐ一歩と

なれば幸いです。

　（香川県老人クラブ連合会女性委員長　

藤田登茂子）

香川県老連のおもてなし

高松市古高松地区老連 高松市円座地区老連 高松市新塩屋町地区老連 高松市花園地区老連 善通寺市老連女性委員会

高松市牟礼地区老連 観音寺市老連女性委員会 三豊市山本町女性委員会 丸亀市老連女性委員会 県老連あずま袋講習会
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全国大会を終えて 香川県老人クラブ連合会  会長　藤川  泰文

次回大会—全老連創立60周年記念大会について

　本県で開催されました第 50 回全国老人クラブ

大会は、「新型コロナウィルス感染症」による感

染状況に鑑み、全国各地から皆様をお迎えして開

催することが困難であるとの判断から、全国の皆

様には、オンラインでのご視聴によりご参加いた

だき、会場には、私共、香川県老連の会員が約

200 名に限り参加しての実施となりました。

　皆様をお迎えしようと 2 年前から実行委員会を

立ち上げ、準備を進めて参りましたが、コロナ禍

のため大会の開催そのものが危ぶまれる状況とな

り、今回の形で実施することが最終的に決定した

のが 9 月初旬でした。このため、非常に慌ただし

い準備となってしまいましたが、無事に大会を終

えることができました。関係者一同、皆様に心か

ら感謝申し上げます。

　また、今回、皆様にお送りした資料の中に「あ

　令和 4 年度は全老連創立 60 周年です。記念大会を東京都の両国国技館において開催します。

　開催日時をはじめ開催要綱が決まりましたら、都道府県・指定都市老連および全国老人クラブ連合会の

ホームページを通じてご案内します。

ずま袋」を同梱しております。これは、皆様をお

迎えするにあたり、香川県老連女性委員会が中心

となり、おもてなしの気持ちとして準備してきた

ものです。お役立ていただければ幸いです。

　結びに、全老連を始めご支援いただいた関係自

治体、団体及び市町老連の皆様に心よりお礼申し

上げます。

　 全国老人クラブ大会が無観客で ｢YouTube｣ で

の動画配信になり、札幌市老連からは、18 名の

会員が参加する予定で、全国の仲間と会うことを

楽しみにしていましたが、コロナ禍では、それも

かないませんでした。当日は、パソコンを用意し

て、会長他事務局が画面を見ながら、ネットでの

参加となりました。

　参加予定の被表彰者や会員には、大会当日配布

される「要覧」や香川県老連で用意したおもてな

しの「あずま袋」が送られてきました。せっかく

送っていただいた資料を、そのまま参加者に渡す

のでは味気ない

と思い、12月16

日に、札幌市社

会福祉総合セン

タ ー の 大 研 修

室に、被表彰者、

参加予定者、市老連理事の皆様約 30 名を招いて

表彰伝達式を開催し、全老連副会長でもある花田

市老連会長の挨拶と表彰状の伝達を行い、全国大

会の雰囲気を演出することができました。

（札幌市老人クラブ連合会事務局長　小林恒男）

配信での参加と全国大会伝達式の開催

配信画面を見る札幌市花田会長 
（全老連副会長）
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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

当日は、雲一つない快晴。開催
までこぎつけた安堵と緊張の面持

ちで会場に集まりました。一昨年からコロナ禍で
全国のイベントが相次いで中止となり、全国大会
も、開催できるのか不安な毎日でした。当日は、
地元参加者のみを対象として有観客開催というこ
とで、感染対策にも苦心しました。ご協力いただ

いた地元の皆さんには、 心から「ありがとうござい
ます」 と感謝の言葉を伝えたいと思います。
　これまで、 当たり前に過ごしていた日常がこんなに
大切だったと改めて思いました。令和 4 年は創立
60 周年記念大会です。ぜひ、 大勢の皆さんに参加
していただきたいと思います。今年こそは、 と期待を
込めて…「両国  国技館」 でお会いしましょう！ （岡）

編集後記


