
しめ縄で伝える 
地域の生活技術
島根県奥出雲町 
八

や

川
か わ

寿会

地域に郷土資料館が建設され、 かつて農村を支えて
きた生活技術の保存、 伝承を目的にした伝承館ができ
ました。これをきっかけに 1988 年「藁

わら

工芸部」 を立ち
上げました。

現在は、70 歳〜 90 歳代の会員4 〜 5 名が、週に 2
回活動しています。内容は、稲わらを用いた伝統的な
生活技術の伝承と共に、神社のしめ縄や家庭用の正
月飾りやニーズに合わせてマスコットなど、創作的な活
動も行っています。

一年間に作るしめ縄は 1000 本近くになります。中
でも、鶴と亀の飾りをつけた正月飾りは珍しいと人気
があり、今年の正月向けに作ったしめ縄は 100 本、11
月頃から制作に取りかかりました。主な注文先は町内
の方ですが、大阪や和歌山からの注文もあります。活
動は、会員の生きがいづくりと同時に収入にもつなが
っています。

第 507 号2023.   1

Japan Federation of Senior Citizens’ Clubs

全老連
各地の活動

から



月刊『全老連』

2

2023. 1

年 頭 挨 拶
全国老人クラブ連合会 会長　清家  篤

　新年あけましておめでとうございます。

　全国の老人クラブ関係者のみなさまには、健やかに新年を迎え

られたことと存じます。

　パンデミックの長引くなか、政府は感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る

よう、「W
ウ ィ ズ

ith コロナ （新型コロナウイルスとの併存）」 に向けた緩和の方針を示し、

私たちの暮らしも少しずつ前に進み始めたように思います。ここまで、医療や介

護・福祉施設職員をはじめ、国民の命と健康、日々の生活を守るために尽くして

下さったみなさまに、心より敬意を表し御礼申し上げます。

　全国老人クラブ連合会は昨年、創立60周年を迎え、天皇皇后両陛下のご臨席

のもと、記念大会を開催いたしました。まことに有り難いことであります。天皇

陛下より賜りました「高齢者の社会参加や明るい地域づくりのために、重要な役

割を果たしていくことを期待しております」とのおことばのもとに、全国の仲間

と連携して多彩な活動に取り組んで参りたいと存じます。

　日本では、少子高齢社会と人口減少は今後さらに加速化すると予想されていま

す。高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしと豊かな人生を送れるよう、

支え合う地域コミュニティを育成していくことはますます大切になっていると

いえるでしょう。高齢者も他世代とともに、地域、暮らし、生きがいをともに創

り、高め合うことのできる 「地域共生社会」 実現のために役割を担っていくこと

が重要であり、老人クラブの活動への期待も大きくなっています。

　私たち老人クラブは、「健康、友愛、奉仕」 をはじめとする多様な取り組みを

通じて、同世代の仲間に働きかけるとともに、すべての人々と連携して、高齢者

の元気な姿と地域に笑顔を増やしていきたいと考えています。

　年頭にあたり、会員のみなさまが健康にご留意され、老人クラブ活動の発展の

ために、一層ご活躍なされる一年となりますことをご祈念申しあげ、年頭のご挨

拶といたします。
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年頭ご挨拶
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課　笹子 宗一郎

　全国の老人クラブ会員の皆様、新年明けましておめでとうござ

います。

　日頃より、厚生労働行政への深いご理解と多大なご協力をいただいております

ことに厚く御礼申し上げます。

　昨年も、残念ながら新型コロナウイルス感染症の流行は収まりませんでした

が、 3 年ぶりに全国健康福祉祭 （ねんりんピック） が盛大に開催されるなど、 新た

なフェーズへの兆候が見え始めたと感じています。一方で、自然災害や国際情勢

の変化等が、 国民皆様の日常生活に多大な影響をもたらした一年でもありました。

こうした変化の中でも、老人クラブの皆様におかれては、生きがいや健康づくり、

地域の支え合い活動の継続にご尽力いただいたことに深く敬意を表します。

　また、去る 11 月には、天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、全国老人クラブ連合

会創立六十周年記念全国老人クラブ大会が開催され、多年にわたり老人クラブ活

動に功績があった皆様への表彰が行われました。貴会及び受賞された皆様に改め

てお祝い申し上げますとともに、この栄誉を励みに、一層の活動推進を期待いた

します。

　さて、老人クラブの皆様は、長年地域社会を支える担い手として重要な役割を

果たし続けて来られました。「健康・友愛・奉仕」 の活動理念に基づく取組は、 「人

生 100 年時代」 の日本社会における元気で明るい地域社会の実現のために必要

不可欠と考えています。

　現在、我が国は多くの課題に直面していますが、高齢者の皆様が、地域の住民

とともに支え合いながら、生きがいを持ち、安心して生活できる社会の実現が重

要と考えています。厚生労働省では、地域包括ケアシステムの更なる深化・推進

など介護保険制度改正に向けた検討を行うとともに、他の社会保障分野について

も必要な検討を行っているところです。引き続き、高齢者の皆様を始め地域の住

民が安心して生活できるよう、社会保障制度の持続可能性の重要性も踏まえなが

ら取組を推進してまいります。

　最後になりましたが、老人クラブの活動の一層の充実、会員の皆様のさらなる

ご健勝とご多幸を祈念いたしまして、 私からの新年の挨拶とさせていただきます。
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ねんりんピックかながわ2022

第31回  地域文化伝承館 開催
　令和 4 年11月12日 （土） ～15日 （火） の 4日間、

「第 34 回全国健康福祉祭   神奈川・横浜・川崎・

相模原大会」が開催されました。

　老人クラブが主管する地域文化伝承館は、出展

ブースを12日～14日の3日間、 横浜産貿ホール

にて、ステージ発表を 13 日 （日） 神奈川県立県

民ホール（小ホール）にて開催。コロナ禍にも関

わらず、地元の高齢者や小さな子どもを連れた家

族連れ、全国から来県した選手団の方々が来場さ

れました。

　また、12 日には、彬子女王殿下が地域文化伝

承館にお成りになられ、友愛サロンブースでは、

安藤理事長より友愛活動についてご説明をいたし

ました。

◆開催地横浜市らしい開館式
　開館式は、産貿ホール内に設置されたミニステ

ージで催され、お祝いに地元の中華学院生徒によ

る獅子舞がにぎやかに披露されました。

◆出展ブース～友愛サロンブースで活動PR
　3 日間を通して 23 ブースが展示や実演を行い

ました。日ごろの活動の作品やポスター展示、来

場者が体験できる押し花、組紐、切絵、ビーズア

クセサリーなどとてもにぎわっていました。他に

切り絵（川崎市幸区） 彬子女王殿下のご来場アクセサリー等の製作体験（横浜市旭区）

ミニステージ
神奈川県、 横浜市、 川崎市、 相模原市の 4 老連合同による

友愛サロンブース
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も、ノルディックポールの使い方やフレイル体操

など、活動で取り組まれている健康づくりについ

て、体験ブースでの発表の他にミニステージでも

紹介をしました。

　神奈川県は「友愛活動発祥の地」です。県内で

は 2,352 の友愛チームが活動中です。そこで、

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市で取り組ん

でいる友愛活動を紹介する「友愛サロン」ブース

を設け、友愛チーム員によるおもてなしと活動説

明を行いました。また、活動をもっと知って広め

ていただきたいと、概要や会員の話を収録した動

画（約 12 分） を作成し、会場で繰

り返し放映しました。左記の QR コ

ードからぜひご覧ください。。

◆ステージ発表～出演者は総勢323名
　22 団体による踊り、唄、甚句、ハーモニカ、

太鼓、ダンス、太極拳、寸劇など、1 演目 15 分

という限られた時間で 6 時間にわたりノンストッ

プで披露されました。長引くコロナ禍のため「3

年ぶりの晴れ舞台よ！」と開催前のみなさんの熱

意が思う存分出し切れたようです。

◆閉館式～バトンは愛媛県へ
　14 日の閉館式では、神奈川県老連安藤正義理

事長から来年度開催の愛媛県老連鶴本好福会長に

伝承館旗が引き継がれ終了しました。

　全国の皆さん、ご来場いただきありがとうござ

いました！

友愛活動のご紹介（12 分 38 秒）

伝承館旗の引き継ぎ（閉館式）

シニアチア（横浜市中区）
民踊（川崎市中央地区）

新舞踊（神奈川県葉山町）

ハーモニカ演奏（相模原市）
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会員の３分の１は参加
「フレイル予防会」

　令和元年 6 月、みらいふる鎌倉 （市連合会） は、

副会長 2 名を主体とした 「フレイル予防プロジェ

クトチーム」を立ち上げました。チームには、全

8 地区の地区長が参加して単位クラブへ情報を伝

えています。

　主な活動は、地区ごとに毎年 2 回以上行って

いる 「フレイル予防会」 の開催です。令和 2 年か

ら 4 年の 3 年間に全地区で 40 回以上行い、約

1000 人 （内、会員外約 50 名） が参加しました。

昨年は市内 5 か所の老人福祉センターでも開催

し、一般の方も多く参加されました。予防会では、

みらいふる鎌倉 （連合会） で作成した 「フレイル

16 チェック」 に続いて握力測定、指輪っかテスト、

骨密度等の測定を行い、自分の状況を点検し、フ

レイル予防の重要性を確認し、健康寿命の延伸に

役立てています。さらに、活動を通じて、会員の

フレイル予防に関する関心が高まり、活動に積極

的に参加する気運が醸成されてきたように感じて

います。取り組みあたり、鎌倉市民健康課や保険

会社に講話や会場、機材の提供等に協力いただい

ています。

北から南から

伝承館の出展で実践力アップ！

　昨年は、地元神奈川県で開催されたねんりんピ

ック「地域文化伝承館」に出展し、「フレイル予防」

の取り組みについて紹介しました。活動を紹介し

たパネルでの発表や来館者に「フレイルチェック」

（チェック項目の記入と握力測定）の体験を呼び

かけ、結果についてみらいふる鎌倉の役員がひと

り一人に簡単に解説をしました。体験者は 3 日間

で約 400 名、「初めてフレイルという言葉を知り

ました。握力検査をやって良かった」と言う感想

も多くありました。また、館内のステージ発表で

は、観覧されている人たちに、活動を収録した映

像を紹介したり、「みらいふる体操」をいっしょ

に実践しました。

　フレイル予防の活動全般を通して、老人クラブ

の活動がフレイル予防そのものになっていること

をあらためて認識した次第です。

（会長　大村 貞雄）

プロジェクトチームが取り組む 
フレイル予防！

神奈川県みらいふる鎌倉　●50クラブ　●会員数 3,000名

フレイル予防会

伝承館に出展

フレイル予防の活動についてホーム
ページで紹介しています。

体験終了後に手渡して好評だった木
の実のストラップ（450 個作成）
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多くの高齢者が使っているシルバーカー。

便利な一方で、事故やケガも起こっている

ようです。国民生活センターがシルバーカ

ーに関する注意喚起を行いました。例会や

クラブ活動などの集まりで話題にして、み

んなで事故を防ぎましょう。

〈事例１：70歳代　女性〉

　右足が不自由なため身内がシルバーカーを買ってくれた。それを使って舗装されていない細い道を押し

ながら歩いていたところ、シルバーカーごと転倒してしまい、左大腿骨を骨折し、手術をして人工骨を入

れ、1カ月以上の入院となった。

〈事例２：80歳代　女性〉

　シルバーカーを押して歩いていたところ、シルバーカーが横断歩道の段差でひっかかり転倒し、両ひざ

に打撲傷を負った。転倒したのが車道側だったので危なかった。

■試してみて、 自分にあったものを使おう
● シルバーカー（歩行補助車）は、自立歩行ができる主に高齢の方が移動や買

い物などに使用するものです。手すり等につかまらなければ歩行できない人

や、歩行に介助が必要な人などには向きません。

● シルバーカーには荷物の運搬や休息できる座面が付いたものなど、様々なタ

イプがあります。購入の際は、専門の知識を持つ福祉用具専門相談員、作業

療法士、理学療法士等に相談したり、実際にキャスターの動きやブレーキの

効きも試してみて、 使用目的や必要な補助の程度に合った商品を選びましょう。

■みんなで注意しましょう！
● 歩道などで段差を無理に乗り越えようとすると、バランスを崩し転倒する恐れがあります。また、

ホームと列車の隙間や踏切レールの隙間は危険です。シルバーカーを押したまま電車に乗らない、

踏切では路線に対して直角に横断するなど注意してご使用ください。

● 危険なのでエスカレーターは絶対に利用しないでください。

◆お知らせ　今なら間に合います！「2023 年老人クラブ手帳」
手帳の申し込みをお忘れの方、 今なら間に合います。下記にお問い合わせください。
全社協出版部受注センター　電話 049-257-1080　FAX 049-257-3111

※但し、なくなり次第終了となります。

イラスト：黒崎  玄

ひとこと助言

見守るくん

ご存知ですか？ 
シルバーカーの 選び方と使い方

＊この情報は、見守り新鮮情報第 437 号をもとに構成しています。https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen437.pdf
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お隣の県での開催ということで、
「地域文化伝承館」に参加してき

ました。コロナ禍の心配をよそに、会場では多く
人が集い、マスク越しに笑顔があふれていました。
活動の体験を楽しむ家族連れや、お目当ての活
動について話を聞きにきた人、仲間の発表を見

に来た人、みんなとても楽しそうでした。迎える
会員やリーダーの方々も老人クラブを知ってもら
う絶好の機会とあって、熱い思いがあふれていま
した。今年も本誌で元気な全国の事例を紹介し
ていきたいと思います。自薦、他薦に関わらず情
報お待ちしています。 （敦）

編集後記


