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第 499 号
各地の活動から

大 きい 芋
！
見つ け た

3 年前から、地域のなかいず認定こども園の園児と交
流会を行っています。昨年も６月から 12 月まで、子ども
たちの野菜づくりをお手伝いしました。

野菜づくりで
子どもの食育を
応援
静岡県伊豆市
修善寺シニアクラブ

サツマイモづくりに取り組んだのは、年中組の子ども
たち。前の年の蔓を苗として、土に差して育てる蔓差しは、
しっかりと土の中に入っていないと育たないので、会員
がていねいに教えています。収穫時は、子どもたちが安
全に掘ることができるように、あらかじめ蔓を切り取っ
ておき、後でリース作りに使いました。みんなどこにあ
るかわくわくしながら、掘り始めていました。
子どもたちには、土に触れてみずから野菜や花をつく
ることで、育てることの大変さや楽しさを感じてもらい
たいと思っています。野菜が苦手な子どもも野菜に興味
を持ち、美味しく食べられるように、これからも続けて
いきたいと考えています。
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笑顔が広がる

世代交流活動
とり・こま・お手玉・けん玉などの昔遊びを教え

世代交流活動は、活動を通じてお互いの理解が
深まり、世代を超えた心のふれあいにつながる活

ながら一緒に楽しんでいます。

動として、多くの会員が楽しみにしています。コ

●小学校、保育園、福祉施設 4 者共催の「運動会」

ロナ禍において、地域活動や学校との交流事業が

さらに、毎年小学校、保育園、福祉施設を運営

難しいなか、感染対策を徹底して取り組んでいる

する団体の 4 者共催により、運動会を開催してい

クラブ活動の紹介とともに、世代交流活動の進め

ます。企画は、ケガをしないように、仲良く楽し

方のポイントを紹介します。

くつながりを持つことをモットーに、久利町寿会
と小学校が交替で担当しています。小学校の低学

＊「北から南から」も世代交流の事例です。

年児童と一緒に、保育園の児童と福祉施設利用者

生涯現役で地域に貢献
おお だ

し

が各種目を通じて交流を図っています。
く

り ちょう

人見知りをしていた子どもや笑顔や口数の少な

島根県大田市久利 町 寿会（185 名）

い子どもたちも、回を重ねるうちに打ち解けてに

●保育園の恒例行事になったクラブ活動
久利町寿会では、地域の保育園や小学校等とさ

ぎやかになります。こうした交流を通じて、まだ

まざまな活動を通じて交流を図っています。その

まだ地域での役割を感じて、生涯現役であること

一つが、保育園の恒例行事となっているさつま芋

を自覚し、大きなやりがいを感じています。

の栽培です。苗植えから収穫を体験する場を設け、

30年続く「高齢者と語る子どもの会」

収穫したさつま芋は園児と一緒に味わっていま

あしろ

す。久利町寿会からの声掛けにより始まったこの

徳島県東みよし町足代長寿会（82 名）

事業は、20 年以上も続くうちに保育園の恒例行

●感染対策を講じて 2 年ぶりの交流

事となっています。他にも小学 1、2 年生に、会

「高齢者と語る子どもの会」は、昭和 63 年から

員の特技を活かして、押し花、囲碁、将棋やあや

30 年以上続いている活動です。当時、核家族化
の影響により、孫たちとの会話や食事、物づくり
の機会が少なくなっていたことから活動が始まり
ました。今では学校行事にも入っています。
昨年 8 月は、2 年ぶりに小学 6 年生（12 名）
と交流しました。
「できるだけ屋外を活用」
「少人
数で班編成」などの工夫に加えて、いつもより広
い小学校の体育館を使用して感染防止に努めまし
た。活動内容は、
「昔の遊び道具の制作と体験」
「昔
の生活体験」など、戦前、戦中、戦後の昔の生活
や当時の子どもの遊びや生活の体験を通じて交流

つき立てのお餅を食べて、みんなで交流（島根県大田市）
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笑顔が広がる世代交流活動

法人みんなのひろば代表）は、世代間交流に取り
組む上での 5 カ条ポイントを次のように紹介して
います。
❶子どもたちが笑顔になる楽しい雰囲気づくり－
お互い（特に子ども）に緊張の壁があるため、
自己紹介でアイスブレーキングをする。
❷「今日は何をするのか？」
「何が目的なのか？」
（最終目標）を最初に伝える。
縄づくりに集中（徳島県東みよし町）

 何をするのか分からないまま説明を聞いてい

しています。

ると、子どもたちは不安に思いやすい。

竹とんぼ、水・紙鉄砲、竹、空き缶ポックリ、

〈交流時の留意点〉
❸口頭での説明は頭に残りにくいので、視覚によ

縄づくり、昔の遊び道具を見て、驚く子どももい

る説明（見て分かる）を中心に。

ましたが、遊んでみると楽しくなり一生懸命にな

❹ち ゃんと伝わっているか？

っていました。

質問はないか？

をその都度確認していくこと。

活動では、参加した子どもたちが、昔の遊びに
触れたことや戦争の体験談を家に持ち帰り、“ 家

❺時には距離をおくことも大事。子ども一人ひと

族で話すきっかけづくり ” も狙いの一つです。会

りの興味を持つ部分、楽しめるポイントは違う

で見聞きしたことや体験したことを家で積極的に

ので、積極的に関わることも必要だが、距離を

話すよう促しています。

おいて観察することも大事。

●戦中体験のない会員

さらに、福島県老連北村貴志事務局長は、コロ

会員の中にも戦中や戦後間もない頃の体験をし

ナ禍においては、特に子どもたちやその施設等で

ていない会員も多くなりました。特に戦中の体験

の感染が増えてきていることに鑑み、感染防止対

を話せる会員は少なくなり、運営側として携わる

策を十分とりつつ安全第一に、学校や児童施設の

ことにより、子どもたちと一緒に仲間の体験談を

判断も考慮しながら交流を図ること。新たに交流

聞いて伝承しています。

会を開催する場合は、行政（教育委員会等）と連
携を図ることが大切であると述べています。

子どもとの接し方を学ぶ
「地域の寺子屋セミナー」
福島県老人クラブ連合会
福島県老連では、平成 23 年から県内の市町村
老連において子どもや子育て家庭と高齢者が参
加、交流する機会となる「地域の寺子屋」を展開
しています。その際、開催しているのが、会員を
対象とした「地域の寺子屋セミナー」です。子ど
もの現状やふれあい方などを学んでいます。
セミナーで講師を務める齋藤大介先生（NPO

凧づくりを体験（福島県三春町）
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北から南から

障害をもった子どもたちとの
初めての交流
うしろ だ

山口県下関市 後田第一長寿会 ●会員数 40 名

総合支援学校の就業体験を参加応援
令和 2 年、山口県立下関総合支援学校高等部
が私たちの地域に移転してくることになり、県老
連から「就業体験授業に協力してくれる人を探し
ている」という話を聞き、お客さんとなって老人
クラブが協力することにしました。
しかし、これまで障がいのある子どもたちと関

生徒の手作り作品に興味津々

わった経験がなく、
「協力できるのか」
「協力して
いいものか」という不安もありました。

交流をきっかけに新たなつながり

障がいについて学ぶ大切さを実感

初めての交流は昨年 12 月、コロナ禍で延期と

その後、教員の方々との顔合わせを行い、取り

なっていた「ペンギンカフェ & マルシェ」
（就業

組みについて話をうかがったり、私たちが考えて

体験授業）が参加者を制限して開催されました。
老人クラブからは、13 名が参加しました。

いる不安についてもお伝えしました。

生徒のみなさんは、注文、配膳、お会計すべて

さらに、県老連がコミュニティスクール（＊）
への参画推進の一環として取り組んでいる「総合

において接客マナーもきちんとできていて、とて

支援学校と進める世代間交流研修会」を開催（参

も驚きました。手作りのクッキーやコーヒーに
「美

加者 21名）し、障がいのある子どもたちと世代間

味しかった」と生徒に声をかける会員もいました。

交流を上手に進めていくために必要な知識や配慮

これまで障がいをもった方々と関わる機会がな
かったので、研修会で知識を得て、実際にカフェ

を学びました。

にうかがい交流することで、会員にも親近感がわ

参加者からは、
「障がいがある子どもたちの言

いてよかったと感じています。

動にはちゃんと理由があることが分かった」
「実

現在は学校運営委員会のメンバーにもなってお

際の関わりを通じて、より理解を深めていきたい」

り、学校とのつながりもできました。

などの感想が聞かれました。

「次はいつ開催されるの？」と聞いてくる会員も
おり、これを機会に、クラブで年 4 回開催してい
るグラウンド・ゴルフ大会にお誘いしてはどうか
と考えています。
（会長 山田耕一）
＊学校と保護者や地域住民が共に知恵を出し合う「学校運営協議
会」を設置し、
「地域と共にある学校づくり」を進める仕組み。

研修風景
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北から南から

高校生と取り組む花づくり
宮崎県宮崎市 田野町さんさんクラブ連合会 ● 16 クラブ ●会員約 600 名

花づくりで生きがいづくり
田野町さんさんクラブ連合会は、会員の生きが
いづくりや絆づくりの一環として「宮崎市花のま
ちづくり事業」に参加しています。特に、ここ 5
年間は宮崎市「花のまちづくりコンクール」にも
応募し、コロナ禍の中、令和 2 年度は「優良賞」
、
令和 3 年度は「優秀賞」を受賞し、年々花づく

説明を聞きながら駅前で花植え

りの技術が向上しています。
役員会で何を植えるか検討し、意見や要望をも

高校生と共同作業

とに花屋さんと相談して決めています。現在は、
ポピー、ラベンダー、グラジオラス、ナデシコ、

田野町駅前の花壇は、高校生と一緒に行ってい

カーベラ、パンジー、キンセンカ、葉ボタン、ペ

ます。駅を利用する多数の高校生が、毎朝、毎夕、

チュニア等、1,200 本を田野駅前の公園や各地区

花を見ながら登下校をする姿を見て、一緒に花植

の公民館の広場に植えています。作業は植え替え

えができれば、なお一層花を愛してくれるだろう

の 5 月末頃と 10 月末頃で、花の管理は若手会員

と考え、さらに、私達も世代間交流を通して高校

及び女性部が中心に全員で行っています。

生から元気を貰えると思いました。そこで、地元
えいがくかん

の日南学園高校「宮崎穎学館」に「一緒に花植え
ができないか」とお願いしたところ、快く受けて
いただけました。現在は、会員が指導しながら高
校 1 年生（約 45 名）と、300 本の花を植えてい
ます。
活動を通じて、高校生が挨拶や会話をしてくれ
るようになりました。学校からも感謝されていま
す。会員も、核家族になり高校生と話す機会がな
くなり、世代間交流を毎回、楽しみにしています。
また、元気をもらい活動の活性化に繋がってい
ます。
これからも高校生との交流を工夫しながら継続
をしていき、地域の環境美化にも心がけて住みよ
い町づくりに貢献していきたいと思っています。
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クラブに1 冊！ 令和 4 年度版

「老人クラブリーダー必携」が
できました！
「リーダー必携」は、
老人クラブの全体像や歴史、
最新の情報を掲載したリーダー必携の資料です。
リーダーはもとより、クラブの後継者やこれからクラブを作ろうと考えている方々に、幅広く活
用いただいています。

みなさんもぜひご活用、ご紹介ください。

〈主な内容〉
基本編（全体像を次の５項目に分類して解説）

老人クラブ

〇老人クラブの組織

リーダー必携

〇老人クラブの運営
〇老人クラブの活動
〇老人クラブの実践提案
〇老人クラブのあゆみ

令和４年度

版

資料編（老人クラブや高齢者に関わる最新の統

―のばそう！
健康寿命、担
おう！地域づ
くりを―

計データや資料などを収録）
〇老人クラブ関係資料
・老人クラブ数・会員数の推移
・老人クラブ関係国庫補助予算の状況 他

公益 財団法人

〇高齢者関係資料

全国老人ク
ラブ

連合会

・高齢者人口の推移、将来推計
・都道府県・指定都市別高齢者人口一覧 他

A4 判、64 ページ

■価格

● 1 冊 640 円（税、送料込み）

●複数購入の場合 1 冊 440 円（税込み／送料実費）
〈申し込み方法〉

●１冊の場合― 下記「郵便振替口座」から先払いでお申し込みください。
加入者番号：00170 – 9 – 770781

加入者名：全老連図書係 ＊振込手数料はご負担ください。

●複数の場合は、都道府県・指定都市老連または全国老人クラブ連合会（電話 03–3581–5658
／ FAX 03–3597–9447）にご連絡ください。
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防ごう！
害
消 費 者被

「いろんな詐欺があることを知ってもらい、一人でも被害
減らしていきたい」と、市老連の女性委員会が警察のアド

  シニアクラブ静岡市

🔍 検索

バイスを受けて寸劇で伝える DVD（35 分）をつくりました。
内容は「キャッシュカードのすり替え詐欺」
「住宅点検

詐欺」
「不信な電話と電気点検を装った強盗事件」
、三つの
区がそれぞれ台本を考え、出演もすべて女性委員です。

このビデオは、シニアクラブ静岡市のホームページで見

ることができます。

仲間が作った DVD をみんなで見て、詐欺被害を防ぎま

しょう！

みんなのひろば

すい大きさです。活字は見やすい大きさにし

一歩一会～踏み出せば、何かが始まる‼

ています。

「お誘いパンフ」作成

配布先は、クラブの他に、市役所高齢者支
援課の受付や、病院、お彼岸・お盆に高齢者

東京都武蔵野市老人クラブ連合会

が花を求めに来るお花屋さんなど高齢者が集
まりそうなところに置いてもらいました。

市老連活動を推進するための合言葉は、
「仲
間を減らさない」
。そこで、広報部の協力を
得てお誘いパンフレット（1000 部）を作り
ました。キャッチコピーは広報部員全員で考
えました。
表面には、老人クラブの説明と市老連の事
業を紹介、中面には、全 26 クラブの主な活
動場所と活動内容を一覧、入会の対象と会費
の説明、会員の声の隣には、切り取って渡せ
る入会申込書もついています。A 3 判・四ツ
折りで、手に取りやすく、バッグにも入れや
7
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シニアクラブ静岡市
女性委員会が「詐欺防止 DVD」制作
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本号で紹介した徳島県東みよし町

ざいました。当時の遊び道具は自分で作っていた

足代長寿会の活動に参加した小学

事にびっくりしました。家に帰ってお母さんに見せ

６年生のお礼の手紙には次のようなことが書いて

ると『すごいね〜‼』と言ってもらいすごくうれしか

ありました。

ったです」
。家族の会話が増えることを期待してい

「水鉄砲や紙鉄砲を教えてくださってありがとうご

たクラブの人たちの笑顔が思い浮かびます。（敦）

編集後記

● 令和 4 年 5 月 10 日発行（毎月 1 回 10 日発行）第 499 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
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