
地域をつなぐ 
グリーンファーム
石川県能美市　 
緑会

緑会は、令和２年から果物の苗木を植え、昨年の
暮れからは野菜づくりにも取り組んでいます。活動場
所は、町会の有志が世話をしている町内のリサイクル
パークで、果物は、ゆず、ミカン、栗、甘柿、渋柿、梅、
ブルーベリーの７種類、野菜はじゃがいも、なす、ベ
ビートマト等を育てています。

果物の栽培には時間がかかりますが、昨年、初め
てブルーベリーの収穫ができたので、夏休みに子ど
も会とコラボして、親御さんといっしょに収穫したブ
ルーベリーでジャムをつくりました。今年は、じゃが
いもの収穫とブルーベリーの収穫を通じて、世代交
流を行うことができました。なす、ベビートマト等は、
地域の子ども食堂に提供しています。

今後も町会や友誼団体のみなさまにも協力しても
らい、敷地いっぱい（100㎡） に、果物や野菜を育て
ていきたいと思っています。
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表は、北海道歌志内市老連（活性化を目指す担い

手育成事業の取り組み）と札幌市清田区美里友の

会（老人クラブによる生活支援の取り組み）が行

い、久しぶりの研修に参加者はみな集中していま

した。

■�関東ブロック～若い世代を交えてパネル
ディスカッション

「コロナ禍の高齢者のつながり」をテーマに、河

田珪子さん（支え合いのしくみづくりアドバイザ

ー）をコーディネーターに迎えて、パネルディス

カッションを行いました。パネラーとして、老人

クラブから横浜市港南区笹寿会（高齢化が進む団

特集

５ブロックで３年ぶりに開催！
老人クラブリーダー研修会

　新型コロナウイルスの感染拡大および感染防止

対策により令和２年度より中止が続いていた「老

人クラブリーダー研修会」が、３年ぶりに５つの

ブロック （北海道、 関東、 東海・北陸、 近畿、 九州）

で開催されました。※東北、中国・四国ブロックは、ブ

ロック内で協議の結果中止となりました。

　各会場では、参加者数を減らしたり、密を避け

る会場設営など感染防止対策に配慮した運営と新

しい生活様式に基づいた参加者の行動により、感

染防止に努めて研修会が開催されました。マスク

越しではありましたが、どの会場も仲間と集える

喜びがあふれていました。

　ここでは、主なプログラム等についてご報告し

ます。

ブロック
名 開催日 主催老連 （開催地） 参加者数 

（女性参加率）
北海道 7 月 4 日 北海道（札幌市） 128 人（33％）

東北 ７月 14 日
〜 15 日 青森県（野辺地町）中止

関東 6 月 23 日
〜 24 日

新潟県
（越後湯沢町） 185 人（27％）

東海
・北陸 8 月 4 日 石川県※リモート 241 人（26％）

近畿 6 月 30 日 大阪府（大阪市） 198 人（40％）

中国
・四国

7 月７日
〜 8 日 岡山県（新見市） 中止

九州 7 月７日
〜 8 日 長崎県（長崎市） 181 人（26％）

■�北海道ブロック～健康学習と事例発表
　研修会では「健康寿命と口の健康との関係」（講

師：北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分

野高齢者歯科学教室准教授・渡邊裕氏）の講演の

後、全老連による基調説明を行いました。事例発

ソーシャルディスタンスをとった参加者席

パワーポイントで活動紹介
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特集　５ブロックで老人クラブリーダー研修会

地での支え合い）と新潟県見附市老連（女性会員

の活躍の場づくり）が発表を行い、さらに新潟県

長岡市で高齢者向けスマホ教室を開催する株式会

社を起業した現役大学生の細木真歩さん （（株） 雷

神代表取締役） が取り組みについて報告。若い世

代が加わり、会場を交えて活発な意見交換が行わ

れました。

■�東海・北陸ブロック～初めてのリモート
開催

　東海・北陸ブロックは、感染対策の観点から初

めてとなるリモート方式で開催しました。メイン

会場（石川県）には約 60 名、各県・市老連会場

には約 30 名の参加者が集まりました。事例発表

はそれぞれの会場から行い、発表事例に対して画

面越しに積極的な質疑応答が行われました。参加

した会員からは、「リモート形式の研修は慣れな

いが、他県の好事例が聞けてよかった。次回は皆

さんと直接会って言葉を交わしたい」という声が

聞かれました。

■�近畿ブロック～新たなテーマ「ICT（情
報通信技術）�の活用」�で分科会開催

　分科会では、 「健康」 「友愛」 「会員増強」 のテー

マに加えて、今年度新たにパソコンやスマホなど

の利用とともに進んでいる「ICT（情報通信技術）

を活用した活動」をテーマに取り上げました。発

表は、コロナ禍の前から ICT の活用に積極的に取

り組んできた神戸市垂水区老連と Zoom 会議を取

り入れ活動を推進している大阪府豊中市老連が行

いました。多くの参加者が集まり、関心の高さを

うかがわせました。

■�九州ブロック～仲間の活動に自信
　開会前から研修会の看板を背景に参加者の記念

撮影が行われるなど、3 年ぶりに開催された研修

会の喜びが会場にあふれていました。「健康」「友

愛」「会員増強」をテーマとした分科会では、12

の取り組みが発表されました。感染対策で現在は

思うように活動ができていないという報告がある

一方で、コロナ禍におけるフレイル予防や孤立防

止などに向けた取り組みが紹介され、参加者は仲

間の活動に力を得ていました。

❖ 中国・四国ブロックでは、開催に向けて準備し
ていた９つの発表事例を掲載した研修会資料が
配布されました。

来賓の方々を迎えて開会

リモートで研修を受ける岐阜県会場

久しぶりの研修会に盛況な分科会



月刊『全老連』

4

2022. 8

Zoom会議 10回目

　SC 豊中では、令和2年12月に初めてZoom（ズ

ーム／オンライン会議専用アプリ）で総務企画会

議を開催して以来、令和 4 年 8 月までに、趣味

部会の会議なども含めて約 19 回のオンライン会

議や研修会を開催してきました。今年の新年賀会

もオンライン形式で開催し、豊中市長も出席され

ました。

　こうした取り組みができる背景には、役員や研

修参加者の方々が、比較的スマホやパソコンの操

作に慣れた方が多かったことがあげられます。し

かし、Zoom の使用経験がある方は少なく、二の

足を踏まれる方も見受けられました。そこで、役

員や事務局職員が、自宅を訪問して操作方法をお

教えすることにしました。結果、思ったよりも簡

易に Zoom に参加できることを理解してもらえ、

「若い世代と同じように出来た」と自信を持って

いただくことができて有意義でした。

課題解決に向けて新たなチャレンジ

　昨年 3 月に行った単位クラブ会長へのアンケ

ートでは、約半数 （67 名） の会長が Zoom 会議

北から南から

に興味を示しました。そこで、今年２月、役員が

講師となり、経験者の方たちにサポーターとして

お手伝いいただき研修会を開催、楽しい体験講座

となりました。

　Zoom によるオンライン会議を始めて 1 年半、

参加者の皆さんもずいぶん慣れてきました。

　コロナ禍がなければできなかったこの新しい取

り組みを通じて、知らないことがわかり、新しい

発見もありました。

　会員数の減少や役員の担い手不足は、どのクラ

ブでも共有する悩みです。こうした問題の改善に

は、従来の様な老人クラブ運営ではなく、役員の

負担感を少なくした運営体制を再構築する必要が

あると思います。また、これから入会対象となる

世代の方には、従来からの口コミや地縁的な呼び

掛けだけではなく、インターネット等を活用した

広報が必要と思われます。ICT の活用も含め、新

たな方策にチャレンジする姿勢が、今後の老人ク

ラブ運営に必要だと感じています。皆さんもぜひ

挑戦してみてはいかがでしょうか。

（副会長　藤井　保／近畿ブロック発表事例）

ICT（情報通信技術） を活用した 
市老連の取り組み

大阪府ＳＣ豊中　●115クラブ　●会員数 5,984名

仲間で教え合い

ハイブリッド（対面とオンライン） で開催した「見守り研修会」
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積極的な広報と活動のマンネリ化防止

　市老連は、クラブ数、会員数の減少対策に向け

て、さまざまなことに取り組んでいます。一つは

積極的な広報。ホームページを開設し、会員募集

用のポスター、チラシ、広報誌の作成、配布を行

っています。もう一つが魅力化に向けた取り組み

です。

●グラウンド・ゴルフ－ペア大会の開催

　これまで開催してきた「個人戦」及び「団体戦」

（各年 1 回）に加えて、3 年前から、夫婦や知り

合い同士で参加する 「ペア戦 （男女）」 を追加した

ところ大変好評で、年 2 回開催することになり

ました。7 月に開催した大会には 127 ペア （254

名） が参加しました。二人が力を合わせ、真剣に

戦うことから親睦と絆が深まるところが最大の魅

力です。

●魅力あるイベントに－健康ウォーキング

　歩くことに加え、市内の花の名所や市の主要施

設の研修を兼ねたイベントに切り替え、終了時に

バイキング料理等を楽しむようにしたところ、年 

々参加者が増加しています。また、今年度から人

北から南から

生の思い出作りと健康維持を目的に、山歩きを実

施することにしています。

●ゴルフコンペの開催

　会員からの要望を受け、2 年前から年 2 回ゴル

フコンペを実施しています。毎回 40 名以上が参

加しており、会員増強につながっています。

●市が計画する地域行事への参加

　地元最大の祭「夏越まつり」や一斉清掃等の地

域行事への積極的な参加は、（地域とのつながり

を実感することができ）多くの参加者が生きがい

を感じています。今年の祭りには、2 グループ総

勢 40 名が参加しました。

クラブがない人のために－個人会員制度

　町内にクラブがなく、かつ、近隣町内の老人ク

ラブにも加入できない方で、市老連の活動に参加

を希望する個人を対象に、昨年度より「個人会員

制度」をつくりました（現在 7 名）。会費は 1 ヵ

月 100 円。同じ地域からの希望者が複数集まっ

たら、クラブの立ち上げに向けたサポートを行い

たいと考えています。

（会長　島  信行／九州ブロック発表事例）

クラブ、 活動の魅力化による 
会員増強

長崎県大村市老人クラブ連合会　●57クラブ　●会員数 2,704名

メンバーシップカード／現在、協力店は市内 35 店

特別賞を受賞した平均年齢 80 歳超の「人生八十路連」 （20 名）
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「老人の日・老人週間」は、国民の間で広く老人の福祉

についての関心と理解を深め、老人に対し自らの生活の

向上に努める意欲を促すために制定されました。この取

り組みを盛り上げようと、福祉・医療関係者が主唱して、

目標を掲げ、毎年キャンペーンを開催しています。

　老人クラブでは、これに呼応して、全国三大運動（健

康、友愛、奉仕）を中心として、高齢者の意欲と姿勢を

地域社会に示そうと呼びかけています。期間中に行われ

る9月 20日「全国一斉『社会奉仕の日』」と合わせて

取り組むクラブも少なくありません。感染対策に配慮し

ながら、みなさんもこの機会に、仲間と集い、高齢者の

元気な姿を示しましょう。

■主唱
　内閣府　消防庁　厚生労働省　全国社会福祉協議会　全国老人クラブ連合会
　長寿社会開発センター　日本医師会　日本歯科医師会　日本薬剤師会　日本看護協会
　日本社会福祉士会　日本介護福祉士会

■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。

■「老人の日」の経緯は、全老連ホームページに紹介しています。
　http://zenrouren.com/915/index.html

老人の日・老人週間（9月15日～21日）

みんなで築こう
安心と活力ある長寿社会
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「令和 4 年度評議員会」において、任期満了に伴う役員改選にて理事・監事を選任。その後「令和

4 年度理事会」において正副会長、常務理事の選定を行い、次のとおり新役員を決定しました。

＊新型コロナウイルス感染防止により、 評議員会は 「決議の省略」、 理事会はオンライン併用にて開催。

会　　長　　　清家　  篤（�全国社会福祉協議会�
会長）

副�会�長　　　村上  光夫（東京都老連会長）
　　　　　○新　木村  一義（岐阜県老連会長）
　　　　　○新　鈴木  孝雄（広島県老連理事長）
　　　　　○新　篠塚  忠二（北九州市老連会長）
　　　　　○新　松岡  時子（�全老連女性委員会�

委員長・秋田県）
　　　　　　　古都  賢一（�全国社会福祉協議会�

副会長）
常務理事　　　笹尾  　勝（�全国社会福祉協議会�

常務理事）
理　　事　　　花田  吉治（札幌市老連会長）
　　　　　○新　児玉  長榮（秋田県老連会長）
　　　　　　　伊藤  達也（茨城県老連会長）
　　　　　　　石川  義成（新潟市老連会長）

　　　　　○新　須野原  雄（石川県老連会長）
　　　　　　　中村美津子（兵庫県老連会長）
　　　　　　　大辻  正忠（神戸市老連理事長）
　　　　　○新　平田  　武（山口県老連会長）
　　　　　　　細井  啓造（徳島県老連会長）
　　　　　　　鶴本  好福（愛媛県老連会長）
　　　　　○新　川野  信男（鹿児島県老連会長）
　　　　　　　松本  順子（�全老連女性委員会

副委員長・宮崎県）
　　　　　　　兼子  　久（元�全老連事務局長）
　　　　　　　正立  　斉（全老連事務局長）
監　　事　　　白根沢  彰（�元栃木県老連常務�

理事・事務局長）
　　　　　○新　礒村  　勉（�前大阪府老連常務

理事・事務局長

全国老人クラブ連合会　役員改選

異動報告 宮城県老連会長　髙橋  壽一（6 月 28 日付  前任者　佐藤  節夫）
福島県老連会長　鈴木  泰雄（6 月 22 日付  前任者　君島  勝美）
千葉県老連会長　須賀田  貞彦（6 月 27 日付  前任者　白鳥  ひさじ）
千葉市老連会長　亀井  隆行（5 月 25 日付  前任者　和田  勝紀）
神奈川県老連理事長　安藤  正義（5 月 27 日付  前任者　樋口  恢作）
横浜市老連理事長　奥田  能史（6 月 29 日付  前任者　烏田  次雄）
新潟県老連会長　冨沢  哲（7 月 27 日付  前任者　玉木  正方）
和歌山県老連会長　瀧口  幹二（6 月 6 日付  前任者　赤阪  修一）
岡山県老連会長　安田  泰治（6 月 10 日付  前任者　𠮷田  建太郎）
佐賀県老連会長　古賀  一彦（5 月 31 日付  前任者　木下  治紀）
長崎県老連会長　瀧口  京子（6 月 17 日付  前任者　内田  政信）　＊ （  ） は就任日

〈 〉  都道府県・ 
指定都市老連
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コロナ禍の宿泊研修となった関東ブ
ロックでは、主催の新潟県老連が

会話を控えた懇親会をいかに楽しい時間にするか知
恵を絞り、各県1名の「1分スピーチ」を企画しまし
た。テーマは「青春の思い出」または「コロナ禍に

見つけた小さな喜び」。大勢の参加者が黙食をしな
がら仲間の話に我が事を重ね合わせて耳を傾けるう
ちに会場全体にあたたかな時間が流れ、新しい楽
しみ方を実感しました。それにしても、素敵な話を1
分に収めたリーダーのみなさまお見事でした。 （敦）

編集後記


