
地域の融和の 
場になった 
毎週の健康づくり
奈良県大和郡山市　 
城北錦寿会

コロナ禍で感染対策に苦労しながら、地域包括
支援センターの協力を得て、昨年から毎週火曜日に
「いきいき百歳体操」を実施しています。会員以外
の地区の高齢者も参加し、今では、地域の融和の
場所になっています。
参加するうちに定期的に顔を合わすのが楽しみに
なり、今まで以上に会員同士のつながりができ、仲
良くなったと感じています。活動を通じて５名の方
が新たに加入し、気の合った人たちによるウォーキ
ンググループも生まれました。体操が終わった後に
役員会を月2 回開催するようになり、役員間の意
思疎通が図れて会の運営もスムースになりました。
活動を開始して 3ヶ月後、6か月後と定期的に体
力測定も行なっており、体力の維持向上を実感しな
がら、今後も継続して続けていこうと思っています。
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催しています。

　この他、 「身近な ICT 活用講座 2022」 では、 ス

マートフォンやタブレット、スマートウォッチと

いった身の回りにある ICT 機器を、障害のある

人や高齢者の生活にどう役立てていけるのかの講

座も行われています。

■�セミナー会場Ｂ～健康寿命を延ばすための
高齢者自身による取り組み

　老人クラブの発表は、 「介護予防・ヘルスケア」

をテーマに開催されたセミナーの中で、初日 （10

月 5 日 11 時〜12 時） に行われました。タイトル

は「健康寿命を延ばすための高齢者自身による取

　去る 10 月 5 日〜 7 日、東京国際展示場「東京

ビッグサイト （東展示ホール）」 において 「第 49

回国際福祉機器展」が開催されました。本イベン

トは全国老人クラブ連合会も協賛団体として参加

しており、来場者は約 9 万人。同じ会場で 20 を

超えるセミナーが開かれており、今回初めて老人

クラブが取り組む介護予防・健康づくり活動の報

告が行われました。

　本号では、老人クラブの枠を超えて、多くの人

に情報発信の場となった今回の取り組みについて

報告します。

■多様な見どころ
　機器展の見どころは、大きく分けて三つあり

ます。

　一つは、最新の技術による福祉機器からハンド

メイドのものまで、多様な福祉機器を展示・紹介

していることです。国内外から 340 社を超える

福祉機器関連企業・メーカーが参加し、高齢者や

障害者の自立を支える福祉機器がそろっていま

す。福祉用具に関わっている方々と直接話ができ

るのも魅力のひとつです。

　二つ目は、最新のトピック （情報） をテーマに、

20 を超えるセミナーと “ともに生きるまちづくり”

を軸とした多彩な特別企画を開催。いずれも事前

登録なしで参加できました。
　※セミナーのひとつで老人クラブの活動を発表。

　三つ目は、全国どこからでも参加できる Web

（ウエブ）展の開催。会場に直接来て参加する「リ

アル展」 と、 インターネットを通じてどこからでも

参加できる「Web 展」のハイブリッド方式で開

老人クラブ活動の 
情報発信

～第49回 国際福祉機器展で、 介護予防の取り組みを発表

東京都東大和市シニアクラブ連合会の発表
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特集　第49回  国際福祉機器展

高齢者にとっても関わりの深い場で発表すること

ができてとても有意義でした。いろんな世代や職

種の方々が来場されており、老人クラブ活動や我 

々が抱えている課題についても伝えることができ

て良い PR の機会となりました。後日、ウエブ配

信で見たという老人クラブ関係者、新聞、福祉や

地域関係団体からの取材があり、イベントの裾野

の広さを感じました」。

　初めて企画された今回の発表は、活動内容、生

き生きと発表する高齢者 （リーダー） の姿に大き

な手ごたえがあったようです。来年度も老人クラ

ブ活動の発表が予定されています。

◆ ◆ ◆

　2023 年の開催は、9月27日（水）〜29日（金）。

会場は、東京国際展示場 「東京ビッグサイト」 東

展示ホールです。

　※ Web 展 （配信） は 8月28日 （月）～10月30日 （月）

　関東近郊のクラブの方は、社会科見学としてみ

んなで訪ねたり、 全国各地にお住まいの方は Web

展を覗いてみたりしてはいかがでしょうか。

　詳しくは、ホームページをご覧ください。

国際福祉機器展とは
　　主催： （社福） 全国社会福祉協議会、 

（一財） 保健福祉広報協会

　ハンドメイドの自助具から最先端技術を活

用したロボット介護機器まで、世界の福祉機

器を一堂に集めたアジア最大級の国際展示会

です。会場では、展示・紹介のほかに、最新

のトピックをテーマに 20 を超えるセミナー

と多彩な特別企画を開催しています。現在は、

会場に行って参加する 「リアル展」 とインタ

ーネットを使って配信する 「Web 展」 による

ハイブリッド方式で開催しています。ちなみ

に今年度の来場者は、コロナ禍にも関わらず

リアル展で約 9 万人、 「Web 展」 は約 190 万

ビューでした。

り組み」。東京都東大和市シニアクラブ連合会新

成会・青木勇副会長と、ベイシニア浦安（浦安市

老人クラブ連合会） 相原勇二会長が、ご自身が作

成したパワーポイントを使って発表しました。

　※発表内容は 「北から南から」 （4・5 ページ） で紹介。

　会場には、福祉関係者や学生、一般参加者など

が参加しており、興味深く聞き入っていました。

　このセミナーでは、他にも全老連のフレイル予

防リーフレットを監修いただいた飯島勝矢先生

（東京大学高齢社会総合研究機構 機構長・未来ビ

ジョン研究センター教授） による講演や暮らしを

守る高齢者権利擁護、栄養、運動などの講演が行

われました。

■大きなPRチャンスを実感
　発表者のひとり相原勇二会長は、参加した感想

を次のように語っています。「福祉機器展という、

第 50 回（今年の） 機器展の HP

🔍��検索  国際福祉機器展 ➡

ベイシニア浦安の発表
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「80 GO （ハチマルゴー）」 で健康づくり

●自主活動につながったロコモ予防

　ベイシニア浦安は、今年度新たな事業に挑戦し

ました。その一つ「健康長寿の実現」に向けて取

り組んだのは、地元順天堂大学とタイアップした

「ロコモ予防の運動教室」 です。大学のスタッフ

（准教授、健康運動指導士等） が週 1 回 3 か月、

単位クラブに出向いて指導を行いました。終了後

も全てのクラブが自主的に毎週 2 回実施してい

ます。※大学からの指導は月 1 回（有償）

●フレイル予防・改善プロジェクト

　さらに、現在行っているのは、浦安地区におけ

る「フレイル予防・改善プロジェクト」です。会

員を中心に 70 歳以上の浦安住民 （300 名） を対

象にフレイル調査を行い、希望者 （100 名） に対

して、月 2 回の 6 か月間、運動や認知機能等の

改善プロジェクトを行い、介入方法を明らかにす

る計画です。

チャレンジ精神をもった取り組みで 
魅力あるクラブづくり

　もう一つは、「デジタル・ディバイド」の問題

北から南から

です。急速に進むデジタル化の中で、インターネ

ット等を使える人と使えない人との間に生じる格

差は高齢者にとって大きな問題です。そこで、地

元のケーブルテレビ局、ジェイコム （J:COM 市川・

浦安局）とタイアップして、希望すれば週 3 日「ス

マホ教室」が開催できる環境を整えました。さら

に、I T を楽しんでいただくために「e スポーツ

体験会」も開催しました。

●誰かとつながっている安心感

　また、地域コミュニケーションアプリ（ミテル

ライフ /Metell LIFE） を取り入れ、災害時の安否

確認からクラブの連絡、健康管理などの取り組み

を考えています。現在は、先行して 7 クラブとベ

イシニア浦安の役員、部会・委員会のメンバーが

利用 （※利用は有償） しています。来年度は、会

員の 5 割の利用を目指しています。さらに、こう

した取り組みを通じて、スマホ 1 台で、日常や特

に災害時、誰かとつながっている安心感を広げて

いこうと考ええています。これらの取り組みは、

新聞や （公財） 長寿科学振興財団、自治会町内会

の情報誌に紹介され、社会の関心の高さを感じて

います。

（会長　相原 勇二）

タイアップで取り組む
健康長寿とデジタル化への対応

千葉県ベイシニア浦安（浦安市老連）　●49クラブ　●会員数 3,019名

まずは準備体操

熱心に操作を学ぶ参加者
取材協力：（株） ジェイコム千葉市川・浦安局
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児童公園を会場に新堀地区体操会発足

　新成会は、2008 年に「日新カフェ」、2014 年

から「新堀地区体操会」を発足して、介護予防の

啓発に取り組んでいます。体操会は、毎週木曜日

9 時から町

内のこども

広場で行っ

ており、体

操普及推進

員の資格を

もった人も

5 名 い ま

す。通りすがりや口コミで参加者が増え現在 65

名、地域コミュニティの誕生につながっています。

年 齢 は、80 歳 以 上 が 49%、75~79 歳 が 25%、

74歳以下が26%です。これから80歳代以上の「運

動の基本」の在り方について課題になっています。

実施内容は、元気ゆうゆう体操 2 回、シニア・

エアロビクス 2 回、体操前後のストレッチ、さ

らに体操に関わるワンポイントレッスンを行って

います。（給水を含む休憩あり）

●ユニークな感染防止対策

　コロナ禍の活動として、さまざまなアイデアで

感染対策をしています。例えば、紙コップを 2 m

ごとに置いて参加者同士のソーシャルディスタン

スを保ったり、ジャングルジムの中に受付者が入

り、参加者と対面する部分をビニールシートでふ

さいで受付窓口として活用しています。こうして、

緊急事態宣言下も、無理なく、継続して、体力確

保につとめました。

北から南から

介護予防力を高める試み

● みんなで学ぶ知識カード「ワンポイント・レッ

スン」

「知識を深め、実践し、『行動の変容』に繋げて

いこう！」と、身近な「介護予防」に関わるキー

ワードを体操会に参加しているみんなで話し合

い、一枚のカードにまとめました。カード集にも

なり復習もできます。他にも、在宅時の介護予防

活動として、ストレッチ等を紹介した「在宅運動

ポケット版」も作成しています。

● 「見える化」 でやる気アップ！

　自分自身の「気づき」のサインを重視し、カレ

ンダーに「介護予防 3 本柱（運動・栄養・社会

参加）の実施」と身体の気づきを書き込み、介護

予防の取り組みの「見える化」にも取り組んでい

ます。

　さらに高齢化に備え、体操をするのがつらくな

った OG、OB の方々と、「何歳になっても寄り合

って楽しめる場」づくりを試行錯誤して取り組ん

でいます。

（副会長　青木　勇）

介護予防は、 自分が主役
～活動充実に向けた工夫

東京都東大和市  新成会新堀地区体操会　●65名

青空の下、みんなで体操

手作り教材。ポケット版ミニも作成
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　全国老人クラブ連合会 （全老連） は、これまで 10 年ごとに老人クラブ

を紹介するパンフレットを作成してきました。今年、創立 60 周年記念

にあたり、新たに作成されたパンフレットを紹介します。

　パンフレットは、A4 判16ページ （カラー） で、 「老人クラブの全体像」 

「活動紹介 （健康、支え合い、生きがい、地域づくり）」「組織と概要」 

「老人クラブのあゆみ」 について、それぞれ見開きで紹介しています。

■老人クラブの全体像
　最初のページには、仲間づくりを中心に多様な活動を紹介しています。「活動をとおし、

地域共生社会の実現に向けて、ともに楽しみ、支え合い、喜びを分かち合う仲間がいる

場所、それが老人クラブ」と紹介しています。

■活動紹介
　老人クラブの多様な活動を 4 つに分けて、全国の活

動を写真と短い文章で紹介しています。それぞれの見

出しから会員の思いが伝わってきます。

　健康づくり…仲間と一緒だから続けられる

　支え合いづくり…助け合える仲間がいるって心強い

　生きがいづくり…楽しむうちに意欲がわいてくる

　地域づくり…自分が役に立っていると実感できる

■組織と概要～もっと知りたい！  老人クラブの魅力とチカラ

　老人クラブについて、Q & A 形式で紹介したり、自慢の活動や入会のきっかけなど、会

員の声を紹介しています。

■老人クラブのあゆみ
　戦後、1946 年、千葉県八日市場市 （現・匝

そう

瑳
さ

市） に 「米倉老人クラブ」 が結成されてか

ら現在に至るまで、老人福祉関係・社会の動きとともに、老人クラブの取り組みについ

て年表で紹介しています。

パンフレットは、全老連ホームページ （活動資料） で見ることができます。

仲間がいるって大切だ、 老人クラブ。
全老連創立60周年記念

「老人クラブ」 パンフレット 作成
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住宅火災で
亡くなる方の７割が高齢者。

「４つの習慣、６つの対策」 で
住宅防火に取り組みましょう。
　消防庁の報告によると、令和３年の総出火件数は 35,222 件 （＋ 531）、死者数は 1,417 人 （＋ 91 人）、

ともに前年より増加しています。中でも、 住宅火災による総死者数 （放火自殺者等を除く） は 966人 （＋

67人）。このうち 65歳以上の高齢者は716人、前年より71人増加�（11.0％） しており、大きな課題とな

っています。出火原因の上位は、たばこ （13.6％）、ストーブ （11.3％）、こんろ （4.7％）、電灯・電話等

の配線 （4.5％）、配線器具 （3.6％） となっています。

　下記に紹介するのは、昨年改正された 「住宅防火　いのちを守る 10 のポイント」 （消防庁） です。火災

が発生しやすい季節になりました。高齢者自らが、いのちを守る行動を示しましょう。

住宅防火　いのちを守る1010のポイント
４つの習慣

６つの対策

1 寝たばこは絶対にしない、
させない。

❶ 火災の発生を防ぐために、
ストーブやこんろ等は安全
装置の付いた機器を使用
する。

3 こんろを使うときは火のそ
ばを離れない。

❸ 火災の拡大を防ぐために、
部屋を整理整頓し、寝具、
衣 類 及びカーテンは、防
炎品を使用する。

2 ストーブの周りに燃えやす
いものを置かない。

❷ 火災の早期発見のために、
住宅用火災警報器を定期
的に点検し、10 年を目安
に交換する。

❺ お年寄りや身体の不自由な
人は、避難経路と避難方
法を常に確 保し、備えて
おく。

4 コンセントはほこりを清掃
し、不必要なプラグは抜く。

❹ 火災を小さいうちに消すた
めに、消火器等を設置し、
使い方を確認しておく。

❻ 防火 防 災 訓 練 へ の 参 加、
戸別訪問などにより、地域
ぐるみの防火対策を行う。



8

2022. 11月刊『全老連』

●令和 4 年 11月 10 日発行（毎月 1 回 10 日発行）第 505 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

多くのクラブが会員増強に苦戦を
するなか、老人クラブの取り組み

を新鮮にとらえて、関心を持ってくれる人も少なく
ありません。今回報告した国際福祉機器展での
報告もその一つです。確かに、老人クラブの研
修会では見慣れたリーダーの発表する姿を世間

の人々が見る機会は少なく、老人クラブパンフレ
ットに紹介されているいきいきとした高齢者の姿
を、会員の姿と聞いて驚く人たちもいます。加入
年齢にかかわらず、いろんな人に関心をもっても
らうことが仲間づくりにつながるのではないかと
思うこの頃です。 （敦）

編集後記


