
全国老人クラブ連合会創立60 周年記念
全国老人クラブ大会

昭和 37年 4月に結成した全国老人クラブ連合会
は、創立60周年の節目の年を迎えました。
これを記念する全国大会が令和 4 年 11月 8日、
東京都「国技館」に天皇皇后両陛下をお迎えして、
盛会裏に開催されました。

第508号2023. 2

Japan Federation of Senior Citizens’ Clubs

全老連



月刊『全老連』

2

2023. 2

 式 次 第

司会：好
よし

本
もと

  惠
第1部（式典）13時 30分～ 14時 10分

国歌演奏

開会のことば　　東京都老人クラブ連合会会長　村上 光夫

式辞　　　　　　全国老人クラブ連合会会長　清家  篤

挨拶　　　　　　厚生労働大臣　加藤 勝信（代読　副大臣　羽生田 俊）

　　　　　　　　東 京 都 知 事　小池 百合子（代読　副知事　黒沼  靖）

天皇陛下おことば

表彰

　厚生労働大臣表彰　　被表彰者代表　佐賀県　木下 治紀

　全国老人クラブ連合会会長表彰

　　　　　　　　　　　被表彰者代表　東京都  国立市老人クラブ連合会

祝辞

　内閣総理大臣　岸田 文雄 殿（代読　内閣官房副長官　磯﨑 仁彦）

　衆議院議長　　細田 博之 殿（司会者代読）

　参議院議長　　尾辻 秀久 殿

被表彰者代表謝辞　　被表彰者代表　兵庫県　中村 美津子

大会宣言　　　　　　参 加 者 代 表　秋田県　松岡 時子

アトラクション「相撲甚句」（14時 25分～ 14時 35分）

第２部（講演）14時 40分～ 15時 35分

記念講演「老いてこそユーモア」　　作家　阿
あ

刀
とう

田
だ

  高氏

次回大会開催地挨拶　秋田県老人クラブ連合会会長　児玉 長榮

閉会のことば　　　　全国老人クラブ連合会副会長　篠塚 忠二

開会のことば

全国老人クラブ連合会創立 60 周年記念 

全国老人クラブ大会

被表彰者代表謝辞

大会宣言
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閉会のことば

次回大会開催地挨拶

両陛下、ご退席

全国老人クラブ連合会会長表彰

天皇皇后両陛下、
ご臨席

厚生労働大臣表彰



月刊『全老連』

4

2023. 2

天皇陛下おことば

　全国老人クラブ連合会の創立60周年記念全国大会に、皆さんと共に

出席できることをうれしく思います。

　老人クラブは、戦後の厳しい状況の中、高齢者自身が作り上げたもの

であり、各地の老人クラブが、健康、友愛、奉仕を柱とした様々な活動

に取り組み、それぞれの地域に明るい長寿社会を築くことに寄与してき

ました。関係者の60年にわたるたゆみない努力により、老人クラブが

全国に普及し、各地において、高齢者がお互いに助け合いながら、健康

の増進や相互の支え合い、住みよい地域づくりに貢献してきたことは大

変意義深いことと思います。この度、表彰を受けられる皆さんを始め、

多くの関係者の尽力に対し、深く敬意を表します。

　高齢者の方々には、近年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り、大変に御苦労が多かったものと思います。そのような中にあって、

老人クラブの皆さんが創意や工夫をこらし、子どもたちや若い世代とも

交流しながら、積極的に社会参加を進められていることを、頼もしく思

います。

　今後とも、皆さんのこれまでの経験と知恵を若い世代に伝えつつ、老

人クラブが、我が国における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。

　これからも、皆さんが健康に十分留意されながら活躍されることを願

い、大会に寄せる言葉といたします。
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宣　言

　老人クラブの発展向上と高齢者保健福祉の増進に寄与することを目的

に結成された全国老人クラブ連合会は、創立 60 周年の記念の年を迎えま

した。

　戦後の混乱と激動の世相のなかにあって、『高齢期の幸せは高齢者自身

の手で創り出そう』を合言葉に誕生した、私たち老人クラブは、会員の意

欲と行動、住民の励ましと協力、国や地方自治体の理解と支援のもと、全

国にネットワークを有する高齢者組織に至るまで発展してきました。

　この間、老人クラブでは、同世代の人々に参加を呼びかけながら、「健

康づくり」 「支え合いづくり」 「生きがいづくり」 「地域づくり」 をめざして、

多彩な活動を展開するとともに、年金、保健、医療、介護、福祉など、高

齢者を支える制度や施策の充実発展に向けた取り組みを進めてきました。

　少子高齢化と人口減少が進行していくなかで、わが国の活力を維持し、

すべての世代が輝ける地域共生社会を築きあげていくためには、私たち高

齢者もその一翼を担っていかなければなりません。

　よって、本日ここに集う全国の老人クラブ代表者は、これまでの先人た

ちの歩みに思いを寄せ、新たな一歩を踏み出すことを誓い、次の取り組み

を実践していくことを宣言します。

一．健康長寿をめざす「健康活動」の推進

一．暮らしを見守る「支え合い活動」の展開

一．高齢期を豊かにする「生きがい活動」の充実

一．あらゆる世代と連携した「地域貢献活動」の推進

一．高齢者の尊厳が守られる「社会保障制度」の確立

　　令和 4 年 11 月 8 日

全国老人クラブ連合会創立 60 周年記念  全国老人クラブ大会
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　令和 4 年 11 月 8 日、全国老人クラブ連合会創

立 60 周年記念  全国老人クラブ大会が、東京都墨

田区の国技館において、天皇皇后両陛下のご臨席

を仰ぎ、全国から 850 名の会員が参集して開催

されました。

　大会は新型コロナウイルス感染防止対策のも

と、午後 13 時 30 分から、好本惠さん（元 NHK

アナウンサー）の司会で進められました。

　第一部は、国歌演奏の後、村上光夫・東京都老

連会長の開会のことばによって幕を開けました。

初めに、清家篤・全老連会長が式辞を述べ、続いて、

主催者として厚生労働大臣（代読、羽生田俊副大

臣）、東京都知事（代読、黒沼靖副知事）より挨

拶を行いました。

　天皇陛下より賜った「おことば」では、「老人

クラブが高齢者の社会参加や明るい地域づくりの

ために、役割を果たす」ことへの期待が寄せられ

ました。

　続いて、全国老人クラブ連合会創立 60 周年記

念表彰が行われました。厚生労働大臣表彰では、

司会　好本惠氏

 大会概要
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受賞者を代表して佐賀県老連前会長の木下治紀さ

んに、全国老人クラブ連合会会長表彰では、受賞

者を代表して東京都国立市老人クラブ連合会に、

厚生労働大臣及び全老連会長から表彰状が授与さ

れました。

　公務ご多忙のなか、来賓として岸田文雄内閣総

理大臣（代読・磯﨑仁彦内閣官房副長官）、細田

博之衆議院議長（司会代読）、尾辻秀久参議院議

長より祝辞を頂戴しました。

　その後、被表彰者の代表として兵庫県老連会長

の中村美津子さんが謝辞を述べ、終わりに、秋田

県老連副会長の松岡時子さんが大会宣言を朗読

し、満場の拍手をもって採択され、式典が終了し

ました。

　天皇皇后両陛下はご退席の際、参加者からの大

きな拍手に手を振ってお応えになられました。こ

うして、式典は厳粛にして盛会のうちに幕を閉じ

ました。

　休憩をはさみ、アトラクションとして開催地の

両国にちなんで、全日本相撲甚句協会による相撲

甚句が披露されました。

　第 2 部は、 「老いてこそユーモア」 と題して、作

家の阿刀田高氏による記念講演が行われました。

　最後に、次回大会の開催地、児玉長榮秋田県老

連会長が、次回大会を開催する旨を報告し、篠塚

忠二全老連副会長の閉会のことばで、全日程を終

了しました。

 大会概要

厚生労働大臣　挨拶
（代読　羽生田俊副大臣）

内閣総理大臣　祝辞
（代読　磯﨑仁彦内閣官房副長官）

東京都知事　挨拶
（代読　黒沼靖副知事）

尾辻秀久参議院議長　
祝辞



月刊『全老連』

8

2023. 2

式　辞

　天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、ここに、全国

老人クラブ連合会創立 60 周年記念 全国老人クラ

ブ大会を開催できますことは、私ども老人クラブ

関係者にとりまして、誠に光栄の至りであります。

　また、内閣総理大臣、衆参両院議長をはじめ、ご列席いただきましたご来賓の

皆様に、厚く御礼を申し上げます。

　本日、創立 60 周年の記念すべきこの大会において、栄えある表彰を受けられ

る皆様には、その長年にわたるご尽力とご功績に対し、深甚なる敬意を表します。

　老人クラブは、戦後まもなく高齢者の自主組織として誕生し、地域のなかで、

集いの場、交流の場を求める多くの高齢者の共感を得て、「草の根」の運動として

全国に広がりました。

　その後、より広域的な活動展開の必要性と、高齢者の保健・福祉の向上をめざ

す機運が高まるなか、 昭和37年に全国老人クラブ連合会は結成されました。

　以来 60 年にわたり、仲間づくりを基に、 「健康・友愛・奉仕」の全国三大運動

をはじめとする多様な活動を展開するとともに、すべての人々が健康で安心して

暮らしていくための社会保障の充実に向けた提言・提案を行ってまいりました。

　今日、わが国では少子高齢化と人口減少が進行し、社会経済の大きな転換期を

迎えています。このようななか、将来にわたり社会の活力を維持していくために

は、、私たち高齢者が自らの意欲と能力に応じて、社会の一員として役割を担って

いくことが求められます。

　全国の老人クラブが、「のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを」のテーマ

のもと、地域の人々とともに、希望をもって健康づくり・地域づくりの輪を広げ

ていくことが、明るく豊かな長寿社会を実現することにつながるものと考えてお

ります。

　この創立 60 周年を新たな門出として、なお一層取り組みを進めてまいりたい

と存じます。

　天皇皇后両陛下のご健康と弥
いや

栄
さか

をお祈り申し上げ、そしてご参集の皆様のご健

勝と益々のご活躍を祈念いたしまして、ご挨拶といたします。

　　令和 4 年 11 月 8 日

公益財団法人 全国老人クラブ連合会会長　清家  篤
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挨　拶　　　厚生労働大臣　加藤  勝信

　今日、ここに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

60周年記念全国老人クラブ大会が開催されるにあたり、一言ご挨拶申し上

げます。

　我が国では、長寿化の進展により「人生100年時代」を迎える一方、少
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　老人クラブは、全国各地で高齢者の自発的な生きがいづくり、健康づくり

や社会参加活動を積極的に展開しており、全国でも有数の民間団体ネットワ

ークであります。厚生労働省としても、老人クラブが行う活動と緊密に連携

しつつ、高齢者の社会参加等に向けて全力で取り組んでまいります。

　さて、全国老人クラブ連合会は、今年60周年という大きな節目を迎えら

れました。貴連合会は、これまで、各地の老人クラブ活動の育成、指導に努

めるなど、我が国の高齢者福祉と豊かな地域づくりに大きく貢献されてきま

した。

　引き続き、多くの皆様の力を結集して、超高齢社会で大いにご活躍いただ

きたいと期待しております。

　最後に、今日、栄えある表彰を受けられる皆様のご功績に深く敬意を表す

るとともに、お集まりいただいた皆様のご健勝と、全国老人クラブ連合会の

一層のご発展をお祈りして、私のお祝いの言葉といたします。
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挨　拶　　　東京都知事　小池  百合子

　本日ここに、天皇皇后両陛下の御臨席を賜り、また、参議院議長をはじめ、

多数のご来賓のご列席を得て、全国老人クラブ連合会の創立60周年を記念

する「全国老人クラブ大会」を、東京都で開催できますことを、主催者の一

人として心から感謝申し上げます。大変、光栄に存じます。

　全国老人クラブ連合会、各都道府県の老人クラブ連合会、そして各地域の

老人クラブの皆様には、日頃より高齢者の方々がいきいきと暮らしていくた

めの活動にご尽力賜り、心より敬意を表します。

　今や、人生百年時代と言われております。高齢者の方々が、いつまでも生

きがいを持って活躍できる社会、住み慣れた地域で暮らし続けられる社会を

実現していくことが求められております。

　東京都は、高齢化の一層の進展を見据えながら、東京を誰もが活躍できる

都市へと進化させるべく、取り組んでおります。この取り組みを進めていく

にあたっては、地域で活動されている老人クラブの皆様方のご協力が不可欠

です。是非、引き続き、お力添えを賜りたいと存じます。

　昨今のコロナ禍では、皆様の地域での集まりや、訪問などの活動にも、少

なからぬ制約があったことと思います。そのような中、皆様それぞれが知恵

を絞り、創意工夫しながら活動を続けてこられたことを、大変心強く感じま

す。これからも、老人クラブ活動のさらなる活性化を期待しております。

　創立から60周年という大きな節目を迎えられた全国老人クラブ連合会の

一層のご発展と、ご列席の皆様の益々のご健勝、ご活躍を心より祈念し、私

からのご挨拶とさせていただきます。
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祝　辞　　　内閣総理大臣　岸田  文雄

　天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、全国老人クラブ連合会創立60周年記念

全国老人クラブ大会が開催されますことをお慶び申し上げます。また、本日、

栄えある表彰をお受けになられた皆様に対しまして心よりお祝いを申し上げ

ます。

　老人クラブは、長年にわたり、全国各地において様々な活動に取り組まれ

てきました。会員の皆様自身の健康活動や集いの場づくりだけでなく、公園

の清掃や困りごとの助け合い、学校や警察と連携した交通安全や消費者被害

防止活動など、多くの社会奉仕・地域貢献活動も行われています。その多岐

にわたる歴史あるこれまでの活動に深く敬意を表します。

　現在、我が国は百歳以上の方々が九万人を超える世界有数の長寿国です。

一方で、少子化による若者人口の減少や、世界に冠たる国民皆保険の持続性

など、様々な課題に直面しております。そうした中で、老人クラブの元気な

高齢者の皆様が、長年培われてきた経験や豊かな知識・技能により、創意工

夫をこらしながら、各地域でご活躍されておられますことは、誠に意義深い

ことであります。

　今後とも、若い世代と手を携えながら、地域のかけがえのない存在として、

確かな役割を果たし続けていただくことを心から期待しております。政府と

いたしましても、人生百年時代の到来を見据え、持続可能な、全世代型社会

保障の構築に向けて、必要な取り組みを進めてまいります。

　終わりに、全国老人クラブ連合会や各地の老人クラブの関係者の皆様の

益々のご活躍とご健勝を祈念いたしまして、祝辞といたします。
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祝　辞　　　衆議院議長　細田  博之
　本日、天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、全国老人クラブ連合会創立60周年記念全

国老人クラブ大会が挙行されるに当たり、一言お祝いの言葉を申し上げます。

　全国老人クラブ連合会は、昭和37年の創立以来、全国の老人クラブの中核として、

その発展向上と高齢者保健福祉の増進に精力的に取り組んでこられました。60年の

永きにわたる歴代の関係者の皆様の並々ならぬ御尽力に対し、深く敬意を表します。

　我が国においては、医療技術の進歩や国民の皆様の健康への取り組みなどにより、平均寿命は男女とも

に延伸傾向にあり、本年、百歳以上の方が初めて全国で9万人を超えることとなりました。さらに、健康

寿命も継続的に延びており、我が国は世界でも有数の長寿国であり続けています。

　今後本格化する超高齢社会を、より明るく希望が持てるものにしていくためには、高齢者の方々お一人

おひとりが活躍できる環境をつくることが極めて重要であります。多年にわたり、社会の発展に貢献して

こられた高齢者の方々が、それぞれの分野で培ってきた豊かな知識と経験を活かしながら御活躍されるこ

とは、個々の生きがいを高めるだけでなく、活力ある地域社会の形成を図る上でも大変意義深いものであ

ります。

　今後の超高齢社会の基盤づくりのために、老人クラブが果たす役割は、従来にも増して大きくなってい

くことと存じます。皆様におかれましては、豊かな健康長寿社会の実現に向け、より一層の御尽力をお願

い申し上げます。

　結びに、永年にわたる御功労により、本日栄えある表彰を受けられました方々に対し、心からお慶び申

し上げますとともに、全国老人クラブ連合会及び全国各地の老人クラブのますますの御発展を祈念して、

私のお祝いの言葉といたします。

祝　辞　　　参議院議長　尾辻  秀久
　本日、ここに天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、全国老人クラブ連合会創立60周年

記念全国大会が行われるにあたり、参議院を代表してお慶びを申し上げます。

　仲間内でありますので正確に申し上げます。御同慶の至りであります。

　私は日本に生まれてよかったとしみじみ思います。日本の唱歌ほど美しい歌はあ

りません。

　夕焼小焼の／赤とんぼ／負われて見たのは／いつの日か。　いつでしたっけ？

　山の畑の／桑の実を／小
こ

籠
かご

に摘んだは／まぼろしか。　まぼろしでありません。今でも鮮やかに覚えて

います。

　今、私は美しい思い出を胸に人生100年時代を楽しんでいます。まだまだ元気です。平和な時代を生

きてきたおかげさまであります。この平和な日本を次の世代に伝えていくことが私たちの役目であります。

　おかげさまで我が国は世界に誇る長寿国となりました。日本人の3割を占める高齢者がいきがいを持

って、明るく、健康に過ごせる社会をつくることが今後の重要な課題であります。

　老人クラブは健康づくりや社会参加などの機会を高齢者に提供するとともに、ゆたかで明るい地域社会

づくりに貢献してこられました。その意義はいっそう高まっています。

　老人クラブをさらに盛り上げ、皆で大いに語らい、笑い、元気な100歳を目指してまいりましょう。

　おわりに全国の老人クラブの益々のご発展と、会員の皆様のご健勝を心より祈念いたしまして、お祝い

の言葉といたします。
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育成功労者表彰（104 名）
鈴木 敏市 北海道帯広市老人クラブ連合会会長

出口 ハルコ 元  北海道鷹栖町老人会副会長

上山 キエ 青森県老人クラブ連合会副会長

中岫 良次 青森県老人クラブ連合会評議員

村田 東助 岩手県老人クラブ連合会会長

大平   茂 岩手県野田村老人クラブ連合会理事

児玉 長榮 秋田県老人クラブ連合会会長

伊藤 彦雄 秋田県老人クラブ連合会理事

野口 信也 山形県最上町老人クラブ連合会会長

古瀬 英子 山形県東根市老人クラブ連合会顧問

芳賀 豊治 元  福島県老人クラブ連合会理事

坂本 鉄夫 茨城県老人クラブ連合会副会長

束原   勸 栃木県老人クラブ連合会顧問

鈴木 康子 栃木県老人クラブ連合会副会長

大貫 森次 群馬県老人クラブ連合会理事長

芦谷 友之 群馬県老人クラブ連合会理事

玉水 きみ子 埼玉県老人クラブ連合会副会長

髙石 静江 千葉県老人クラブ連合会評議員

二瓶 幸志 千葉県柏市老人クラブ連合会長

髙橋 景市 前  東京都老人クラブ連合会顧問

福井 富太郎 東京都老人クラブ連合会顧問

柴﨑 金勝 東京都府中市シニアクラブ連合会名誉会長

池田 朴三 東京都多摩市老人クラブ連合会理事

川松 賢治 神奈川県三浦市老人クラブ連合会会長

樋口 恢作 神奈川県南足柄市老人クラブ連合会顧問

木間 美也子 富山県老人クラブ連合会監事

松田 栄四郎 石川県穴水町老人クラブ連合会相談役

竹中   弘 前  福井県老人クラブ連合会副会長

八十島 幸雄 前  福井県老人クラブ連合会会長

浅利 勝往 前  山梨県老人クラブ連合会会長

中込 正巳 前  山梨県老人クラブ連合会監事

近藤 定利 長野市老人クラブ連合会理事

木村 一義 岐阜県老人クラブ連合会会長

寺   幾乃 岐阜県かがやきクラブ大垣副会長

山崎 好信 静岡県老人クラブ連合会副会長

戸塚 順一 前  静岡県老人クラブ連合会理事

中嶋 弘童 愛知県老人クラブ連合会評議員

江崎弘 愛知県老人クラブ連合会評議員

小林 千代太郎 三重県鳥羽市老人クラブ連合会会長

白井 京子 滋賀県野洲市老人クラブ連合会理事

上野 善久 滋賀県甲良町老人クラブ連合会顧問

田中 丈夫 京都府綾部市老人クラブ連合会会長

岡本   勇 京都府京丹波町老人クラブ連合会副会長

縄田   榮 大阪府老人クラブ連合会評議員

松井 勝彦 大阪府老人クラブ連合会監事

中村 美津子 兵庫県老人クラブ連合会会長

三輪 一三 兵庫県香美町老人クラブ連合会会長

吉澤   宏 奈良県桜井市老人クラブ連合会顧問

中村 秀雄 奈良県老人クラブ連合会会長

赤阪 修一 和歌山県御坊市老人クラブ連合会会長

藤川 知良 和歌山県岩出市老人クラブ連合会会長

沖田 博敬 鳥取県鳥取市老人クラブ連合会顧問
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住田 鉄也 広島県庄原市老人クラブ連合会顧問

守田 節子 山口県老人クラブ連合会理事

六反 弘道 山口県老人クラブ連合会理事

細井 啓造 徳島県老人クラブ連合会会長

田代 八重美 徳島県北島町老人クラブ連合会会長
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新妻 時江 仙台市宮城野区榴岡地区第 18 明寿会会長
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安藤 正義 相模原市老人クラブ連合会会長

板倉 忠臣 相模原市老人クラブ連合会副会長

石川 義成 新潟市老人クラブ連合会会長

相川   弘 前  新潟市老人クラブ連合会常務理事

服部 富士男 静岡市老人クラブ連合会副会長

犬飼 鐐治 名古屋市老人クラブ連合会副会長

加納 年子 名古屋市老人クラブ連合会副会長

三浦   明 京都市老人クラブ連合会副会長

野口 一郎 大阪市老人クラブ連合会理事長

辻   洋兒 堺市老人クラブ連合会会長

近藤 豊宣 神戸市老人クラブ連合会副理事長

松尾 治雄 広島市老人クラブ連合会評議員

木原 和子 広島市老人クラブ連合会理事

山中   稔 北九州市老人クラブ連合会副会長

富永 種春 北九州市八幡東区老人クラブ連合会顧問

柴田   宏 福岡市老人クラブ連合会理事

佐藤   光 福岡市中央区老人クラブ連合会運営委員

田代 髙造 熊本市老人クラブ連合会部長
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兵庫県 サロン・ドゥ・茶屋
奈良県 鹿ノ台北桜美会
岡山県 高尾長寿クラブ
広島県 西延崎プラチナクラブ
山口県 湯野寿会
徳島県 坂野松寿会
香川県 川添百壮会第二クラブ
愛媛県 今在家老人クラブ
高知県 羽根寿会
福岡県 鑓水クラブ
長崎県 楽友会
熊本県 牛の首スマートクラブ
大分県 川南老人クラブ
沖縄県 上地老人クラブ
札幌市 星置寿会
仙台市 虹の丘シニアクラブ
横浜市 笹寿会
相模原市 相模台団地寿会
名古屋市 西柵下長寿クラブ
大阪市 神路第一寿会
広島市 シニアクラブ 倉重友和会
北九州市 中町老人クラブ若葉会
福岡市 福岡市中央区春吉校区　第九老壮会 
熊本市 砂取校区老人クラブ百働会

優良老人クラブ連合会表彰（46 名）
青森県 青森市老人クラブ連合会
岩手県 胆沢老人クラブ連合会
秋田県 大館市老人クラブ連合会
山形県 遊佐町老人クラブ連合会
福島県 西会津町老人クラブ連合会
茨城県 守谷市シニアクラブ連合会
栃木県 小山市老人クラブ連合会
群馬県 草津町老人クラブ連合会
埼玉県 川越市老人クラブ連合会
千葉県 印西市高齢者クラブ連合会
東京都 文京区高齢者クラブ連合会
東京都 あきる野市高齢者クラブ連合会
神奈川県 清川村緑ことぶき連合会
新潟県 佐渡市老人クラブ連合会
富山県 小矢部市長寿会連合会
石川県 志賀町老人クラブ連合会
福井県 永平寺町健康長寿クラブ連合会
山梨県 笛吹市シニアクラブ連合会
長野県 白馬村シニアクラブ
岐阜県 恵那市壮健クラブ連合会
静岡県 長泉町シニアクラブ連合会
愛知県 東海市シニア連合会
三重県 いなべ市老人クラブ連合会

滋賀県 竜王町老人クラブ連合会
京都府 福知山市老人クラブ連合会
大阪府 和泉市老人クラブ連合会
兵庫県 豊岡市老人クラブ連合会
奈良県 橿原市老人クラブ連合会
島根県 竹矢寿会連合会
広島県 北広島町老人クラブ連合会
山口県 山口市老人クラブ連合会
徳島県 徳島市シニアクラブ連合会
香川県 三豊市老人クラブ連合会
高知県 日高村老人クラブ連合会
長崎県 佐世保市老人クラブ連合会
熊本県 宇土市老人クラブ連合会
大分県 杵築市老人クラブ連合会
鹿児島県 龍郷町老人クラブ連合会
沖縄県 北部地区老人クラブ連合会
札幌市 札幌市北区老人クラブ連合会
さいたま市 さいたま市大宮区老人クラブ連合会
横浜市 保土ケ谷区老人クラブ連合会
名古屋市 名古屋市中川区老人クラブ連合会
大阪市 阿倍野区老人クラブ連合会
北九州市 小倉北区シニアサークル連合会
福岡市 福岡市博多区老人クラブ連合会

優良単位クラブ表彰（48 名）
青森県 紺屋町老人クラブ幸扇会
岩手県 大ケ口老友会
宮城県 東足立長寿会
秋田県 下タ町長寿会
山形県 砂越老人クラブ
福島県 南向台むつみ会
栃木県 興野いきいきクラブ
群馬県 伊勢崎市老人クラブ連合会　田中島第一高砂会
埼玉県 大宮プラザシニアクラブ
千葉県 若草クラブ
東京都 清和クラブ
東京都 緑ヶ丘玄風会
神奈川県 箱根長寿会
新潟県 第一長生会
富山県 新瀬戸和寿会
福井県 大野長生会第26クラブ
山梨県 下塩後万寿会
岐阜県 郡上市シニアクラブ連合会　大和支部阿千葉会
静岡県 城之崎城和会
愛知県 下萱津第一寿会
三重県 伊勢地老人クラブ
滋賀県 尼子老人クラブ喜楽会
京都府 城南荘喜老会
大阪府 倉治シニアクラブ　さんゆう会

厚生労働大臣表彰
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育成功労表彰（119 名）
小松 繁美 元  北海道老人クラブ連合会副会長

石岡 勝二 前  北海道老人クラブ連合会評議員

山本 博光 前  北海道老人クラブ連合会評議員

菊地 富男 札幌市老人クラブ連合会常任理事

三上 マリ子 札幌市老人クラブ連合会理事

中村 盛江 青森県老人クラブ連合会評議員

櫻庭 昭治 青森県青森市浪岡地区老人クラブ連合会理事

一本木 哲男 岩手県老人クラブ連合会理事

栗澤   稔 前  岩手県老人クラブ連合会評議員

木村 ヨミ 宮城県女川町老人クラブ連合会理事

平形 博司 仙台市老人クラブ連合会副会長

佐々木 孝 仙台市老人クラブ連合会理事

前川   侔 秋田県老人クラブ連合会副会長

小林 一成 秋田県老人クラブ連合会副会長

漆山 英隆 山形県南陽市老人クラブ連合会会長

大竹 トモ子 福島県喜多方市老人クラブ連合会副会長

尾崎 光彦 茨城県老人クラブ連合会副会長

松本 隆雄 茨城県老人クラブ連合会評議員

堀江   榮 前  茨城県老人クラブ連合会副会長

仙波 清之 前  栃木県老人クラブ連合会監事

石川 スイ 元  栃木県矢板市シニアクラブ連合会副会長

五味 義雄 前  群馬県老人クラブ連合会理事

閑野 和代 群馬県老人クラブ連合会理事

内田 まさ子 埼玉県老人クラブ連合会会長

谷合 傳治 埼玉県老人クラブ連合会理事

石幡 恒美 千葉県流山市老人クラブ連合会会長

植村 豊治 千葉市老人クラブ連合会監事

淺沼   彧 前  東京都八丈町老人クラブ連合会会長

太田 勝久 前  東京都あきる野市高齢者クラブ連合会会長

國井 功雄 前  東京都狛江市老人クラブ連合会会長

山田 耕嗣 神奈川県老人クラブ連合会副理事長

矢吹   浩 神奈川県山北町老人クラブ連合会会長

烏田 次雄 前  横浜市老人クラブ連合会理事長

有森 幸子 前  川崎市老人クラブ連合会理事

楠田 法宣 前  新潟県老人クラブ連合会評議員

鶴巻 嶺二 前  新潟県老人クラブ連合会評議員

髙松 泰子 新潟市北区老人クラブ連合会女性部会長 

新   隆昭 新潟市中央区老人クラブ連合会理事

新中 孝子 前  富山県射水市老人クラブ連合会副会長

此川   昇 富山県黒部市老人クラブ連合会会長

藤巻 公三 石川県金沢市老人連合会副会長

三上 利明 福井県老人クラブ連合会会長

重久 博子 前  福井県老人クラブ連合会副会長

藤嶋 英毅 山梨県韮崎市シニアクラブ連合会会長

深澤 俊子 前  山梨県昭和町いきがいクラブ連合会清水新居区会長

唐澤 光章 長野県東御市シニアクラブ連合会会長

伊藤 隆郎 岐阜県老人クラブ連合会評議員

山本 房子 岐阜県老人クラブ連合会理事

松本   勉 前  岐阜県多治見市悠光クラブ連合会会長

鈴木   実 前  静岡県老人クラブ連合会副会長

八田   稔 前  静岡県老人クラブ連合会評議員

遠藤 日出夫 静岡市老人クラブ連合会会長

鷲山 幸男 愛知県老人クラブ連合会評議員

西部 茂夫 前  愛知県老人クラブ連合会評議員

丸岡   裕 名古屋市老人クラブ連合会理事

村瀬 勝男 名古屋市老人クラブ連合会理事

柳生 洋子 前  三重県老人クラブ連合会評議員

小堀 峯男 三重県松阪市老人クラブ連合会会長

山中 清次郎 前  滋賀県彦根市老人クラブ連合会会長

松宮 清子 前  滋賀県甲良町老人クラブ連合会副会長

福本 淳子 前  京都府老人クラブ連合会副会長

田中 祐二郎 京都市老人クラブ連合会理事

加舎 若樹 前  京都市西京区老人クラブ連合会会長

大久保 悦子 大阪府老人クラブ連合会副会長

山本   賢 大阪府老人クラブ連合会理事

野川 清美 大阪市老人クラブ連合会理事

井上 正裕 大阪市老人クラブ連合会理事

川端 敬子 堺市老人クラブ連合会副会長

森田   勉 堺市老人クラブ連合会理事

井ノ末 利幸 兵庫県猪名川町老人クラブ連合会会長

村山 眞子 兵庫県宝塚市老人クラブ連合会会長

米田 卓夫 前  兵庫県養父市老人クラブ連合会会長

木村 幸雄 兵庫県上郡町高年クラブ連合会会長

今池 幸仁 前  神戸市老人クラブ連合会理事

大橋 明子 奈良県老人クラブ連合会評議員

吉田 勝行 前  奈良県老人クラブ連合会評議員

下津 喜久男 元  和歌山県海南市老人クラブ連合会会長

吉村 正樹 前  和歌山県かつらぎ町老人クラブ連合会会長

木村 定雄 鳥取県老人クラブ連合会副会長

庄司 正子 鳥取県境港市ことぶきクラブ連合会副会長

田庭   彰 島根県益田市老人クラブ連合会会長

山田 明子 元  島根県出雲市高齢者クラブ連合会副会長

延原 愛子 岡山県老人クラブ連合会副会長

作本 健二 前  岡山県赤磐市老人クラブ連合会副会長

栗原 信明 広島県老人クラブ連合会評議員

佐藤 正彦 前  広島県安芸高田市老人クラブ連合会会長

畠山 朝子 広島市老人クラブ連合会理事

吉島   稔 広島市安芸区老人クラブ連合会会長

岡本 利行 前  山口県老人クラブ連合会理事

西元   勇 山口県萩市老人クラブ連合会会長

西岡   一 徳島県老人クラブ連合会理事

松林 廣義 前  徳島県三好市老人クラブ連合会会長

福田 盛宏 前  香川県老人クラブ連合会理事

川﨑 泰弘 香川県坂出市老人クラブ連合会会長

井出 和幸 前  愛媛県今治市老人クラブ連合会副会長

金子 征郎 高知県芸西村老人クラブ連合会会長

植田 浩三 高知県老人クラブ連合会副会長

堀江 一夫 前  福岡県田川市老人クラブ連合会会長

松岡 義一 前  福岡県柳川市老人クラブ連合会会長

重廣   強 元  福岡県遠賀町老人クラブ連合会会長

岩男   浩 北九州市老人クラブ連合会理事

原   嘉納 前  北九州市老人クラブ連合会理事

阿部 悦子 福岡市老人クラブ連合会理事

楢橋 貞雄 福岡市博多区老人クラブ連合会会長

井上 武則 前  佐賀県老人クラブ連合会理事

吉田 道生 前  佐賀県みやき町老人クラブ連合会副会長

北野 健一郎 長崎県長崎市老人クラブ連合会会長

島   信行 長崎県大村市老人クラブ連合会会長

古戝 惠弘 熊本県玉東町オレンジクラブ連合会会長

荻   和男 熊本県産山村老人クラブ連合会会長

全国老人クラブ連合会会長表彰
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優良郡市区町村老人クラブ連合会表彰（46 団体）
北海道 滝川市老人クラブ連合会
北海道 鷹栖町老人会
青森県 鰺ヶ沢町老人クラブ連合会
仙台市 若林区南材地区老人クラブ連合会
秋田県 由利本荘市老人クラブ連合会  鳥海地区会
山形県 舟形町老人クラブ連合会
栃木県 芳賀町シニアクラブ連合会
群馬県 前橋市老人クラブ連合会  桃井地区老人クラブ連合会
東京都 国立市老人クラブ連合会
東京都 府中市老人クラブ連合会
東京都 国分寺市老人クラブ連合会
神奈川県 綾瀬市老人クラブ連合会
横浜市 南区老人クラブ連合会
川崎市 多摩区老人クラブ連合会
新潟県 青海老人クラブ連合会
富山県 富山市老人クラブ連合会

石川県 袖ヶ江連合老人会
福井県 内外海地区老人クラブ連合会
岐阜県 本巣市老人クラブ連合会
愛知県 弥富市福寿会連合会
滋賀県 大津市南郷学区老人クラブ連合会
大阪府 富田林市老人クラブ連合会
大阪市 此花区老人クラブ連合会
堺市 南区老人クラブ連合会
兵庫県 小野市老人クラブ連合会
兵庫県 赤穂市老人クラブ連合会
兵庫県 日高町老人クラブ連合会
岡山県 高梁市有漢地域老人クラブ
広島県 江田島市老人クラブ連合会
広島市 井口明神学区老人クラブ連合会
山口県 阿武町老人クラブ連合会
徳島県 阿波市老人クラブ連合会

優良老人クラブ表彰（59 団体）
北海道森町 東森長寿会
札幌市中央区 宮の森柏クラブ
青森県青森市 徳長新生会
岩手県北上市 岩崎老友会
仙台市泉区 寺岡寿会
秋田県能代市 天内長寿会
山形県川西町 下小松松翠会
福島県玉川村 岩法寺老人クラブ
栃木県市貝町 こうのとりクラブ
群馬県高崎市 高崎市長寿会連合会国府地区引間長寿会
埼玉県所沢市 F S C フラワー・シニアクラブ
埼玉県春日部市 梅田会
埼玉県戸田市 下前ことぶき会
千葉県茂原市 中の島長寿会
千葉県木更津市 請西第一寿会
神奈川県横須賀市 ハイランド三丁目悠遊くらぶ
横浜市都筑区 東方和楽会
川崎市高津区 下野毛長生会
新潟県刈羽村 油田・黒川老人クラブ
富山県滑川市 中野島福寿会
石川県金沢市 藤江健寿会
福井県鯖江市 丸山丸寿会
山梨県富士吉田市 東町老人クラブ
岐阜県羽島市 福江とき和会
岐阜県関市 下有知東西修徳会
静岡県浜松市 庄園長寿会
静岡県焼津市 第 3 喜楽会
愛知県南知多町 内海倖クラブ
愛知県設楽町 本町・萩平長生会
三重県志摩市 鵜方老友会

三重県紀宝町 成川高砂会
京都府宮津市 浪花きらく会
大阪府守口市 八雲北二若葉会
大阪市東淀川区 西淡路日之出友愛クラブ
兵庫県市川町 川辺新町老人クラブ
神戸市西区 きらく会
奈良県葛城市 葛城市寿連合会兵家第1支部
奈良県広陵町 安部老人クラブ
鳥取県伯耆町 駅前老人クラブ
島根県雲南市 北町北寿会
島根県大田市 久利町寿会
岡山県真庭市 呰部中部老人クラブ
岡山市北区 中撫川東地区さくらクラブ
岡山市東区 沼春秋会
広島県尾道市 肥浜長寿会
広島市安佐北区 勝木グリーンクラブ
山口県萩市 新生会
徳島県上板町 高志東老人クラブ
愛媛県伊方町 二名津憩クラブ
愛媛県鬼北町 上川福友会
高知県宿毛市 白梅会
福岡県久留米市 横馬場クラブ
福岡市南区 デュオ柏原柏朋会
長崎県雲仙市 北下原西老人クラブ
大分県臼杵市 清流会
鹿児島県鹿児島市 柿木平遊学会
鹿児島県鹿児島市 中名中高齢者クラブ
沖縄県中城村 北上原笑美の会
沖縄県那覇市 當間當寿会

全国老人クラブ連合会会長表彰

平生 庄八 前  熊本県錦町老人クラブ連合会会長

林   三男 前  大分県老人クラブ連合会会長

東   德嘉 元  大分県老人クラブ連合会理事

馬籠 英男 前  宮崎県老人クラブ連合会副会長

宮本 良治 宮崎県延岡市さんさんクラブ連合会会長

開   悦夫 前  鹿児島県喜界町長寿会連合会会長

徳永 明美 前  鹿児島県姶良市高齢者クラブ連合会会長

喜屋武 盛吉 前  沖縄県宮古地区老人クラブ連合会会長

上野 美佐男 前  ブラジル日系熟年クラブ連合会会長

育成功労表彰（続き）
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優良郡市区町村老人クラブ連合会表彰（46 団体）
北海道 滝川市老人クラブ連合会
北海道 鷹栖町老人会
青森県 鰺ヶ沢町老人クラブ連合会
仙台市 若林区南材地区老人クラブ連合会
秋田県 由利本荘市老人クラブ連合会  鳥海地区会
山形県 舟形町老人クラブ連合会
栃木県 芳賀町シニアクラブ連合会
群馬県 前橋市老人クラブ連合会  桃井地区老人クラブ連合会
東京都 国立市老人クラブ連合会
東京都 府中市老人クラブ連合会
東京都 国分寺市老人クラブ連合会
神奈川県 綾瀬市老人クラブ連合会
横浜市 南区老人クラブ連合会
川崎市 多摩区老人クラブ連合会
新潟県 青海老人クラブ連合会
富山県 富山市老人クラブ連合会

石川県 袖ヶ江連合老人会
福井県 内外海地区老人クラブ連合会
岐阜県 本巣市老人クラブ連合会
愛知県 弥富市福寿会連合会
滋賀県 大津市南郷学区老人クラブ連合会
大阪府 富田林市老人クラブ連合会
大阪市 此花区老人クラブ連合会
堺市 南区老人クラブ連合会
兵庫県 小野市老人クラブ連合会
兵庫県 赤穂市老人クラブ連合会
兵庫県 日高町老人クラブ連合会
岡山県 高梁市有漢地域老人クラブ
広島県 江田島市老人クラブ連合会
広島市 井口明神学区老人クラブ連合会
山口県 阿武町老人クラブ連合会
徳島県 阿波市老人クラブ連合会

優良老人クラブ表彰（59 団体）
北海道森町 東森長寿会
札幌市中央区 宮の森柏クラブ
青森県青森市 徳長新生会
岩手県北上市 岩崎老友会
仙台市泉区 寺岡寿会
秋田県能代市 天内長寿会
山形県川西町 下小松松翠会
福島県玉川村 岩法寺老人クラブ
栃木県市貝町 こうのとりクラブ
群馬県高崎市 高崎市長寿会連合会国府地区引間長寿会
埼玉県所沢市 F S C フラワー・シニアクラブ
埼玉県春日部市 梅田会
埼玉県戸田市 下前ことぶき会
千葉県茂原市 中の島長寿会
千葉県木更津市 請西第一寿会
神奈川県横須賀市 ハイランド三丁目悠遊くらぶ
横浜市都筑区 東方和楽会
川崎市高津区 下野毛長生会
新潟県刈羽村 油田・黒川老人クラブ
富山県滑川市 中野島福寿会
石川県金沢市 藤江健寿会
福井県鯖江市 丸山丸寿会
山梨県富士吉田市 東町老人クラブ
岐阜県羽島市 福江とき和会
岐阜県関市 下有知東西修徳会
静岡県浜松市 庄園長寿会
静岡県焼津市 第 3 喜楽会
愛知県南知多町 内海倖クラブ
愛知県設楽町 本町・萩平長生会
三重県志摩市 鵜方老友会

三重県紀宝町 成川高砂会
京都府宮津市 浪花きらく会
大阪府守口市 八雲北二若葉会
大阪市東淀川区 西淡路日之出友愛クラブ
兵庫県市川町 川辺新町老人クラブ
神戸市西区 きらく会
奈良県葛城市 葛城市寿連合会兵家第1支部
奈良県広陵町 安部老人クラブ
鳥取県伯耆町 駅前老人クラブ
島根県雲南市 北町北寿会
島根県大田市 久利町寿会
岡山県真庭市 呰部中部老人クラブ
岡山市北区 中撫川東地区さくらクラブ
岡山市東区 沼春秋会
広島県尾道市 肥浜長寿会
広島市安佐北区 勝木グリーンクラブ
山口県萩市 新生会
徳島県上板町 高志東老人クラブ
愛媛県伊方町 二名津憩クラブ
愛媛県鬼北町 上川福友会
高知県宿毛市 白梅会
福岡県久留米市 横馬場クラブ
福岡市南区 デュオ柏原柏朋会
長崎県雲仙市 北下原西老人クラブ
大分県臼杵市 清流会
鹿児島県鹿児島市 柿木平遊学会
鹿児島県鹿児島市 中名中高齢者クラブ
沖縄県中城村 北上原笑美の会
沖縄県那覇市 當間當寿会

平生 庄八 前  熊本県錦町老人クラブ連合会会長

林   三男 前  大分県老人クラブ連合会会長

東   德嘉 元  大分県老人クラブ連合会理事

馬籠 英男 前  宮崎県老人クラブ連合会副会長

宮本 良治 宮崎県延岡市さんさんクラブ連合会会長

開   悦夫 前  鹿児島県喜界町長寿会連合会会長

徳永 明美 前  鹿児島県姶良市高齢者クラブ連合会会長

喜屋武 盛吉 前  沖縄県宮古地区老人クラブ連合会会長

上野 美佐男 前  ブラジル日系熟年クラブ連合会会長

育成功労表彰（続き）
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永年勤続表彰（21 名）
小田 萬紀 北海道三笠市老人クラブ連合会事務局長

國﨑 成俊 北海道幌加内町老人クラブ連合会事務局員

佐々木 来佐子北海道鷹栖町老人クラブ連合会事務局員

村上 邦子 北海道増毛町老人クラブ連合会事務局事務員

小野寺 洋 北海道老人クラブ連合会主査

福田久美子 青森県青森市老人クラブ連合会事務職員

大川 日出男 茨城県鹿嶋市シニアクラブ連合会事務担当

一場 幸子 群馬県草津町老人クラブ連合会事務局次長

黒萩 裕美 横浜市西区シニアクラブ連合会事務職員

木村 美江子 前  横浜市保土ケ谷区老人クラブ連合会事務職員

山本 日登美 福井県老人クラブ連合会活動推進員

西岡 のぶえ 岐阜県瑞穂市老人クラブ連合会事務局員

前田 宏介 静岡県長泉町老人クラブ連合会事務局職員

内藤 貞男 滋賀県栗東市老人クラブ連合会事務局長

山田 徳子 神戸市老人クラブ連合会活動推進員

宇那木 智幸 岡山県浅口市老人クラブ連合会寄島支部事務局職員

中嶌 美奈子 岡山県浅口市老人クラブ連合会鴨方支部事務局職員

実井 京子 広島県尾道市老人クラブ連合会事務局長

宮宇地 登 香川県高松市老人クラブ連合会事務局長

河野 光子 大分県杵築市老人クラブ連合会杵築支部事務局長

金城 真由美 前  沖縄県東村老人クラブ連合会事務局職員

全国老人クラブ連合会会長表彰

高知県 香南市高齢者クラブ連合会
福岡県 福津市シニアクラブ連合会
福岡県 うきは市老人クラブ連合会
北九州市 藤松校区老人クラブ連合会
北九州市 上津役北地区老人クラブ連合会
福岡市 春吉校区老人クラブ連合会
佐賀県 多久市老人クラブ連合会

佐賀県 有田町老人クラブ連合会
長崎県 平戸地区老人クラブ連合会
熊本県 産山村老人クラブ連合会
熊本県 甲佐町老人クラブ連合会
熊本県 球磨村老人クラブ連合会
大分県 姫島村老人クラブ連合会
宮崎県 日向市高齢者クラブ連合会

 参加者の声 参加者の声
創立60周年記念式典に参加して

札幌市白石区老人クラブ連合会　増原 郁子

　天皇皇后両陛下がご臨席され、盛大に開催され

た全国大会に参加できた事は、私（89歳）にと

って人生最大の思い出になり、帰札後、老人クラ

ブの会員の方々にも式典の模様、天皇皇后両陛下

のご様子などをお話し、その感動をお伝えするこ

とができました。天皇陛下から、「老人クラブ大

会に皆さんと共に出席できることをうれしく思い

ます」とのおことばをお聞きし、感動の一時を過

ごすことができました。アトラクションでは、相

撲甚句の披露があり、私は相撲甚句を生で聞くの

は初めてで、とても楽しく聞くことができました。

今回の全国老人クラブ大会の開催にあたり、開催

準備などに大変ご苦労された、関係役員等の皆様

には心から感謝申し上げます。

　次回大会の秋田大会にもぜひ参加することがで

きることを願って、健康に留意し、日々、クラブ

活動に専念致します。

記念大会に参加して
埼玉県川越市老人クラブ連合会会長　小林 松十郞

　このたび、組織を挙げて永年取り組んできた友

愛活動（川越バージョン）が「厚生労働大臣表彰」

を賜り、受賞を誇りとし、感激を胸に、大会に参

加することができました。

　式典は、天皇皇后両陛下をお迎えし、国技館に

て厳かに行われ、天皇陛下の物静かなの中にも老

人クラブを思いやるあたたかい「おことば」に感

激しました。

優良郡市区町村老人クラブ連合会表彰（続き）
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 記念講演

老いてこそユーモア（抜粋）

阿刀田 高

　小説家の阿刀田高と申します。全老連の60周年

の大会にお招きいただきまして、大変うれしく感

動いたしております。私も、もうすぐ米寿を迎え

る年でして、どんな話ができるか、少し心もとな

いところもあるのですが、できれば楽しいお話を

したいなと思っておりますので、どうぞお気軽に、

軽いお気持ちでお聞きいただきたいと思います。

　一升瓶の哲学というのがありまして、一升瓶に

半分だけ酒が入っていて、それを見て、「お、ま

だ 5 合もあるな。今日、明日、あさってくらい

までは飲めるかもしれんな」、そう思う人もいれ

ば、「もう 5 合しかないのか。今晩で飲んじゃう

かもしれんな」と思って、がっくりくる人もいる

わけで、一升瓶に入っている酒の量は全く同じな

んですけれども、それを見る立場によって感想が

随分違ってくるわけです。

　靴屋の思案というのもありまして、靴のセール

スマンが発展途上国に行って、様子を見てくる。

2 人が行ったらしいのですけれども、1 人は本社

に向かって「大いに見込みあり。誰も靴を持って

いない」、 もう 1 人は 「見込みなし。誰も靴を履か

ない」。こういうふうに意見が分かれたわけです。

　今日、お集まりの皆さん方は、実際の生活の中

で、これまでの人生で、きっとセールスを実際に

おやりになったり、セールスと非常に近い立場に

いらした方も大勢おられると思いますので、この

靴屋の判断をどう考えられるか。もちろん状況に

よって、まるで答えは違うのでしょうけれども、

私としてはどちらかといえば、「見込みあり。誰

も靴を持っていない。頑張ろう」という返事の方

を期待したいなと思います。

　状況によっては、そんなことを判断したら会社

はつぶれてしまうよっていうことも大いにあり得

るだろうとは思いますけれども、ネガティブにも

のを考えるよりは、ポジティブに考えていった方

が生きていく上で都合

がいいんじゃないか、

そんなふうに考えたり

もいたします。

　私たちは、毎日、毎

日、生活をしていて、

いろいろなものに直面

いたします。結婚式の

披露宴にまいりますと、人柄の紹介などもありま

して、「新郎はとてもユーモアのある方です」な

んてことを言われる。だいたい、これは褒め言葉

でして、ユーモアがあるということは、一般的に

はなぜか良いことのように考えられております。

　でも、なぜそうなんだろうか、ユーモアを持っ

ているというのは本当に良いことなんだろうか。

これもそう簡単に言えることではないのですが、

とりあえずユーモアというのは、どうも笑いをつ

くってくれる。

　日常の中でも、「あなた、教養あるねえ。いつ

から？」「今日よ」なんて言って、何となくおか

しいものだから、周りの雰囲気が明るくなって笑

顔が生まれたりする。一生懸命、どうやったらこ

ういうしゃれが言えるか考えている人もよくいる

ものでして、みんなで集まっていると、1 人でむ

っつり、なんか一生懸命考えているような人がい

ました。途中から席を立つものだから、「おお、

どこ行くんだ？」と聞くと、「ちょっとしっこ、

ゆーよ」なんて言いながら、いそいそと何しに行

くか分かんない。「執行猶予」と言えば見当が付

くのですけども、そんなことを言う人もいます。

「お酒、飲むの？」「飲むよ、スコッチだけど」、

そんなことを言葉の中にあやを含めて言う。これ

は、みんな、あえて言えばユーモアということに

なるのでしょうが、とりあえずユー

モアが笑いを誘う側面があるとは思

います。

阿刀田高さんの著書『老いてこそユーモア』
は、 幻冬舎新書より発売されています。
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老いてこそユーモア（抜粋）

阿刀田 高

　小説家の阿刀田高と申します。全老連の60周年

の大会にお招きいただきまして、大変うれしく感

動いたしております。私も、もうすぐ米寿を迎え

る年でして、どんな話ができるか、少し心もとな

いところもあるのですが、できれば楽しいお話を

したいなと思っておりますので、どうぞお気軽に、

軽いお気持ちでお聞きいただきたいと思います。

　一升瓶の哲学というのがありまして、一升瓶に

半分だけ酒が入っていて、それを見て、「お、ま

だ 5 合もあるな。今日、明日、あさってくらい

までは飲めるかもしれんな」、そう思う人もいれ

ば、「もう 5 合しかないのか。今晩で飲んじゃう

かもしれんな」と思って、がっくりくる人もいる

わけで、一升瓶に入っている酒の量は全く同じな

んですけれども、それを見る立場によって感想が

随分違ってくるわけです。

　靴屋の思案というのもありまして、靴のセール

スマンが発展途上国に行って、様子を見てくる。

2 人が行ったらしいのですけれども、1 人は本社

に向かって「大いに見込みあり。誰も靴を持って

いない」、 もう 1 人は 「見込みなし。誰も靴を履か

ない」。こういうふうに意見が分かれたわけです。

　今日、お集まりの皆さん方は、実際の生活の中

で、これまでの人生で、きっとセールスを実際に

おやりになったり、セールスと非常に近い立場に

いらした方も大勢おられると思いますので、この

靴屋の判断をどう考えられるか。もちろん状況に

よって、まるで答えは違うのでしょうけれども、

私としてはどちらかといえば、「見込みあり。誰

も靴を持っていない。頑張ろう」という返事の方

を期待したいなと思います。

　状況によっては、そんなことを判断したら会社

はつぶれてしまうよっていうことも大いにあり得

るだろうとは思いますけれども、ネガティブにも

のを考えるよりは、ポジティブに考えていった方

が生きていく上で都合

がいいんじゃないか、

そんなふうに考えたり

もいたします。

　私たちは、毎日、毎

日、生活をしていて、

いろいろなものに直面

いたします。結婚式の

披露宴にまいりますと、人柄の紹介などもありま

して、「新郎はとてもユーモアのある方です」な

んてことを言われる。だいたい、これは褒め言葉

でして、ユーモアがあるということは、一般的に

はなぜか良いことのように考えられております。

　でも、なぜそうなんだろうか、ユーモアを持っ

ているというのは本当に良いことなんだろうか。

これもそう簡単に言えることではないのですが、

とりあえずユーモアというのは、どうも笑いをつ

くってくれる。

　日常の中でも、「あなた、教養あるねえ。いつ

から？」「今日よ」なんて言って、何となくおか

しいものだから、周りの雰囲気が明るくなって笑

顔が生まれたりする。一生懸命、どうやったらこ

ういうしゃれが言えるか考えている人もよくいる

ものでして、みんなで集まっていると、1 人でむ

っつり、なんか一生懸命考えているような人がい

ました。途中から席を立つものだから、「おお、

どこ行くんだ？」と聞くと、「ちょっとしっこ、

ゆーよ」なんて言いながら、いそいそと何しに行

くか分かんない。「執行猶予」と言えば見当が付

くのですけども、そんなことを言う人もいます。

「お酒、飲むの？」「飲むよ、スコッチだけど」、

そんなことを言葉の中にあやを含めて言う。これ

は、みんな、あえて言えばユーモアということに

なるのでしょうが、とりあえずユー

モアが笑いを誘う側面があるとは思

います。

阿刀田高さんの著書『老いてこそユーモア』
は、 幻冬舎新書より発売されています。
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 60周年記念大会日誌 60周年記念大会日誌
 令和 3 年

2 月 2 日（火）大会開催について厚生労働省に協力要請
6 月 3 日（木）大会会場として「国技館」 を予約
6 月24 日（木）大会開催について東京都に協力要請
7 月29 日（木）宮内庁長官官房総務課長宛に

行幸啓の願出
10 月26 日（火）大会開催候補日を令和 4 年 11 月 8 日に

確定
 令和 4 年

3 月 9 日（水）関係各方面に後援依頼
3 月29 日（火）主催 4 団体打合せ会議
3 月30 日（水）「大会開催要綱」通知

「全老連会長表彰要綱」 通知
4 月 6 日（水）「厚生労働大臣表彰要綱」 通知
4 月20 日（水）大会会場「国技館」視察
4 月22 日（金）阿刀田高氏に講演依頼
7 月15 日（金）第 1 回大会幹事会開催
7 月21 日（木）「厚生労働大臣表彰」 決定通知
7 月28 日（木）「全老連会長表彰」 決定通知
8 月18 日（木）警視庁警備部警衛課・警護課に協力要請
8 月24 日（水）同愛記念病院に緊急時診察対応依頼

全日本相撲甚句協会にアトラクション依頼

8 月30 日（火）日本赤十字社東京支部に看護師派遣依頼
9 月 6 日（火）第 1 回大会委員会・

第 2 回大会幹事会合同会議開催
9 月21 日（水）東京消防庁本所消防署に協力要請
9 月27 日（火）来賓案内状発出

都道府県・指定都市老連に事務連絡
（入場方法の変更等）

10 月 11 日（火）宮内庁長官宛に行幸啓を願出

10 月14 日（金）宮内庁事前調査（総合打合せ会議） 実施

10 月25 日（火）第 3 回大会幹事会開催

10 月28 日（金）国技館関係者打合せ

10 月 31 日（月）都道府県・指定都市老連に事務連絡
（新型コロナウイルス感染症対策徹底等）

11 月 7 日（月）第 2 回大会委員会・
第 4 回大会幹事会合同会議開催
会場設営・大会リハ―サル

11 月 8 日（火）全老連創立 60 周年記念全国老人クラブ大会
11 月10 日（木）清家全老連会長が主催者を代表して

行幸啓御礼御記帳
11 月28 日（月）ホームページにおいて大会報告（天皇陛下

「おことば」、 報道記事、 大会写真等掲載
12 月26 日（月）「全老連創立 60 周年記念全国老人クラブ大

会』DVD 作成、配布

 大会資料一覧 大会資料一覧

●大会要覧　　　●被表彰者名簿
●参加者名簿　　●老人クラブパンフレット
● 『みんなで元気 !! 〜コロナ禍の老人クラブ活動〜』

切り取るとクリア
ファイルになる手
提げ袋 記念大会を収録した DVD

全国老人クラブ連合会ホー
ムページにて、「全老連創
立60 周年記念大会（概要）」
を報告しています。

 アトラクション アトラクション

　相撲甚句は、力士が歌う民謡のひとつで、始ま

りは幕末から明治にかけて花柳界で流行し、大相

撲の巡業などで披露される七五調の囃子歌です。

　全日本相撲甚句協会は、平成10年に設立され、

東日本地区各地の相撲甚句会20団体（約120名）

が加盟しており、伝統ある相撲甚句を愛唱し、会

員相互の親睦と連携を図り、普及・発展をめざし

ています。

　相撲甚句は「前

唄」「本唄」「囃子」

などで構成されま

す。今回は代表的

な前唄の「土俵の

や」に続き本唄・

囃子の「両国名所」また巡業での相撲甚句の最後

に歌われる「当地興行」が披露されました。
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天皇皇后両陛下をお迎えした記念
大会は、無事盛会裏に終えること

ができました。天皇陛下より賜った「おことば」で
は、老人クラブ活動に対する深いご理解をお示し
いただくとともに、今後の取り組みへのご期待を
お寄せいただきました。昭和 57 年の 20 周年記

念大会において、初めて昭和天皇にご臨席いただ
いて以来、上皇陛下、天皇陛下と 3 代の御代に
わたり「おことば」を賜ったことは、私たち老人ク
ラブにとってこの上ない喜びです。この栄誉を励
みに、みなさまとともにまた新たな歩みを進めて
まいりたいと思います。 （正）

編集後記


