「元気袋」
を届ける活動

阪神・淡路大震災被災地、
兵庫・神戸とのつながり
・元気袋は、阪神・淡路大震災の時に兵庫県加
古川市老連女性部が発案したものである。
・今回最初に届いたのは、神戸市老連からの元
気袋であった。

被災地に“高齢者のまごころを伝える”ことを目的

子ども向け元気袋も作成

に、日常生活用品とともにメッセージを入れた
小袋の作成を呼びかけ、全国の老人クラブから

元気袋は会員だけでなく、被災地の住

多くの元気袋が寄せられた。

民に広く届けられた。そのため、子ども

サポート幹事県老連が調整にあたり、被災県老

向けの元気袋も作成された。福島県老連

連では事務所に入りきれず倉庫を借りるほどで

では子ども対象の寺子屋事業を行ってい

あったが、すべて地元の老人クラブを通して被

て、その場でも活用された。

災者に配布された。
元気袋は老人クラブ会員だけでなく、被災者へ
届けられた。

返信が届いた

被災地では、元気袋を届けることで震災後の再

元気袋に入れたメッセージカードには、

会や安否確認につながり、友愛訪問に持参する

多くの返信が届き、温かな交流につながっ

など有効に活用された。また、元気袋の取り組

た。なかには、文通を始めた会員もいる。

みは、各地の新聞やテレビなどでも報道された。

元気袋を作成して、
京都府の老人クラブでおきた
五つのこと
全国で最も多い19,200個を作成した京都府
老連からは、元気袋をめぐっておきたこと
が報告された。
①若手高齢者がこの活動に感銘してクラ

届けられた
元気袋の
総数

11 5634
万

配布先
老連

ブに入会した。
②クラブの休会や会員の退会を思いとど

個

まらせた。
③多くの会員以外の方の協力を得ること
ができて、老人クラブの存在を知らせ

岩手県
福島県

老人クラブ
の応援
マーク

宮城県
茨城県

仙台市

る機会になった。
メッセージカードと元 気 袋
福岡県直方市老連

④会 員の老人クラブに対する理解が深
まった。
・全国の市区町村にネットワークのあ
る高齢者最大の組織であること

この取り組みに関して、老人
クラブの応援マークを作り、
袋に同封するメッセージカー
ドや元気袋を送る際の箱に
貼るなどの活用をした。

・一人ひとりが大切な会員であること
⑤人の心を大切にするこの活動で、会員
同士の絆が深まった。
そして、
「老人クラブの会員でよかった」
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1札幌市

徳島県

「少しでも元気になって
ほしい」

お礼のはがき
「遠い四国からありがとう」

を
「元気袋」

手づくりの巾着に日用品を詰め

届ける活動

た元気袋発送の様子は、地元新
岩手県からありがとう

聞に掲載された。

元気袋作成中
（兵庫県淡路市老連）

元気袋を受け取った方からのお
礼のはがきが、会員宅や老連に届
いた。
「たいへん元気づけられた」
「大切に使います」
。文通を始めた

2富山県

会員もいる。

5愛知県

「一つひとつ
ていねいに作った」
女性委員会で袋を手作りし、文
房具となわとび、折り紙、励まし
のメッセージカードなどを入れた子
ども向け元気袋を送った。

1

子どもたちへ元気を
届けたい
子ども向け元気袋のメッセージ

子どもたちへの元気袋は、宮城県

すぎないで」など思いを綴った。

石巻市などの避難所を巡回する兵

涙を流しながら縫う会員の姿も。

庫県警・女性警察官による「のじぎ

3岐阜県

コンテナ出発式が放映

2


分の量になり、県老連からの出発
式にはＮＨＫ、岐阜放送が取材に




きて放映された。




87

3

5 4
6
9
7京都府




地元被災者による
「県人のつどいin京都 」
で届ける
府老連では、京都に避難してき

6三重県

袋の縫い目をほどけば、
タオルにも
津市老連では、元気袋の手作
りをみな楽しんで行い、支援物資
の日用品は会員から提供いただく

4静岡県

ことで無理せず集められた。

箱詰めは男性会員
裾野市老連では、福祉保健会

館和室で元気袋の発送作業を実
施。袋は女性部員が縫ったが、箱
詰め作業は男性会員中心で行った。

女性警察官の手で
被災地の子どもたちへ
赤穂市老連女性部が作成した

には、
「体に気を付けて」
「無理をし

元気袋と日用品はコンテナ１台

8兵庫県

ている方を対象に災害ボランティ
アセンターが主催したつどいに参
加・協力。元気袋を手渡して、感
謝の言葉やお礼の手紙に感激した。

でも前向きでいてほしい」

送るため、トラックに積み込む様
子が取材されて、ＮＨＫで放映さ

福岡市

企業からも提供品を
いただく

鹿児島県

メッセージを詰めた元気袋。
「高齢

日用品は会員から集めたほか、

者の孤立も心配。この気持ちを忘

企業からも提供していただいた。

れず、継続的に支援に取り組みた

発送準備作業は九州朝日放送で

い」

放映された。

「老人クラブの同士という
思いがあるので
他人事ではない」

くトンボのように、たいへんな状況

小倉北区老連では、元気袋を

9奈良県

鳥取県

メッセージカードには、県老連
守りを添えた。
「常に前に飛んでい

トラックへの積み込みが
ＮＨＫで放映

れた。

手づくりの袋に生活必需品と

「力になれず
もどかしかった。
出来る範囲で協力したい」
で提案して手づくりしたトンボのお

北九州市

く隊」に託して配布された。

「私たちの心を届けたい」

熊本県

「きっときっと明るい
未来がくる」
町内会が賛同して支援物資を
集めていただいたクラブもある。
袋にタオル、ハンカチ、靴下など７
品目を送る様子は新聞２社に掲載
された。

元気袋の作成に集い、
「鳥取の
地で応援している私たちの気持ち
が伝わるよう、早く届けたい」

広島市

「復興を遂げた広島から
希望を捨てないでと
伝えたい」

たくさん届いた元気袋は
倉庫に一時保管（宮城県）

女性会員を中心に、せっけんやタ
オルなどと共にメッセージカードを
持ち寄った。被爆体験や励ましの
言葉を便箋にしたためた方もいた。

元気袋とお礼状
（京都府）

14

元気袋の袋詰め作業
（岩手県盛岡市柳寿会）
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北海道・
東北

被災地に
思いをよせる
支援・交流活動

岩手県

山形県

矢巾町老連
➡釜石市、大槌町の仮設住宅

米沢市 万世地区老連

避難してきた福島の
方々を招待

パンジー大作戦
矢巾町では、被災した会員

近隣に避難してきている方々

に希望に満ちた春を迎えてもら

を招待して交流した。参加者

おうと、パンジーを贈ることを

は避難者７名を含み30名ほど。

計画。園芸店から提供いただ

まず輪投げで笑顔と歓声があ

いたパンジーを、プランターに

がり、参加者自己紹介の後、

植えた。10月、釜石市の仮設

女性会員手作りの芋煮やしょう

住宅と大槌町の集会所に届け

がご飯、青菜漬を食べながら、

に行った。
どちらの地区でも待っ
秋田県

岩手県

和やかな雰囲気のもとで懇談

ていて、感謝の言葉をいただい

した。
「一緒に健康増進、融和

た。

を図っていきたい」と会長。福

多くの被災者が全国各地へ避難する状況のなか、
地元で被災者への支援をした老人クラブがある。
また、全国に呼びかけた元気袋が呼び水となり、
さまざまな支援品が届けられたり、被災地へ出
向いて交流する動きにもつながった。

島の参加者は「話をしながら体

山形県

山形県
秋田県
五城目町、
井川町の老人クラブ
➡岩手県大槌町

旅行中に被災、
無事だった恩返し
地震の日、岩手県大槌町に
会員42名で旅行に行ってホテ
ルで被災、幸い無事で、２日
後にホテルのバスで地元に戻
れた。その後、恩返しをしたい
と米などの支援物資を送り、募
金活動で街頭に立った。１年
後には手作り灯籠を作成して、
現地に出向いて老人クラブやホ
テル従業員へ贈った。

福島県

東根市老連
➡宮城県（東松島市老連）

絵手紙を描き
送ろう運動
老連が元気袋に添えた絵手
紙は、市内各団体へも波 及、
市社協を通じて絵手紙講習会
を開催、
「絵手紙を描き送ろう
運動」として被災地支援に取
り組んでいる。その縁で、市老
連研修会に宮城県東松島市老
連から会長、事務局長を招い
て現地の説明をいただいた。

福島県

を動かすのが一番。自然と交
流が生まれる」と話した。

こ おりまち

桑折町老連

避難者を物心両面で
支援
浜通り地方から来た方々の
避難所を単位クラブ会長で訪
ねた。不足しているものを聞い
て、ガソリンの予約券を並んで
確保したり、手に入りにくい牛
乳を買いに行った。太極拳の
得意な会員が出向いて一緒に
身体を動かした。民謡が盛ん

秋田県
県内12市町村老連
➡岩手県内12市町村老連

被災会員を秋田県内
へ招待して交流
被災した岩手県内12市町村

な相馬から来ている方向けに

老連の会員を秋田県に招待す

は、民謡を聴く機材を準備して

る交流事業を実施。２日間の

楽しんでもらった。心にそった

日程で１老連25名を上限に招

支援をしたいと思っている。

待して、現地の老人クラブと交
流した。

この旗は、岩手県、宮城県、仙
台市、福島県内の被災47市区町
村老連に対して贈られた

16
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関東

被災地に思いをよせる
支援・交流活動

埼玉県
桶川市老連
いた こ
➡茨城県潮来市老連、
鹿嶋市老連

いる宿泊研修で福島県を訪ね

32人の避難所において夕食の
炊き出しを行った。女性部は市
老連で食べ物の模擬店を出し
ている経験があり、避難者に
何かしたいと待ちかねて、よう

埼玉県

名の参加者より被災体験が報

神奈川県
横浜市

千葉県
千葉市

告された。その後はレクダンス

過ごした。

感動した。これを契機に桶川

だカレーライス、サラダ、切干

神奈川県
鎌倉市老連
➡福島県浪江町老連

ルーツを提供。参加した７人は
お役にたててうれしく、子ども
たちの笑顔が印象に残ってい
る。

子どもからもメッセージ

会への招待
町には福島から８世帯が避
難している。被災者への心の
ケアになれることを願い、高齢
元気袋を渡す、東京都老連永井委員長

者の知恵とパワーで継続した
支援活動を広げていきたい。

横浜市

千葉市

港南区シルバークラブ連合会
➡福島県富岡町老連

千葉市老連
➡仙台市老連

クラブ会長研修を
福島で開催
区連合会で毎年開催してい

児童合唱団のＣＤ
「勇気と希望を歌に
たくして」を贈る

る会長研修を24年５月に福島

震災後、市内のたんぽぽ児

で開催、80名が参加した。富

童合唱団の歌から選曲、新た

岡町４名から仮設住宅に結成

に「ふるさとよ！ふたたび」を加

浪江町の会員との個人的な

されたクラブのことを、福島県

えて編集されたＣＤを、仙台市

つながりで元気袋を渡したこと

老連から被災状況と復興の取

老連へ贈った。ＣＤは、被災

をきっかけに、老人クラブの交

り組みを伺い、懇親会でも親

地の小学校へ届けられたもの

流に発展した。他の会員にも

しく交流した。横浜の参加者

で、その記事に目をとめた役員、

元気袋が好評だったと聞いて、

にはクラブで手作りした人形を、

女性委員から、高齢者も歌声

元気袋や鎌倉野菜を持参して

県老連を通して贈った方もいて、

を聴いて元気になってもらいた

避難先の福島県二本松市に浪

直接出会えたことを喜んだ。

いと選んだものである。

個人からクラブ同士
のつながりに発展

大根、ほうれん草のお浸し、フ

③クラブ活動

女性ならではの楽しいひと時を

組織の強さ、人を思いやる心に

やく順番がきた。家で仕込ん

別訪問と激励

大会等） ④県老連特選演芸

を両老連一緒になって行い、

市長は「老人クラブの全国的な

ただきたい」と挨拶された。

品の提供 ②被災者宅への戸
への招待（食事会、スポーツ

袋が贈呈され、飯館村など４

東京都

メッセージ入りの激励旗は、

市老連と親交を深めさせてい

渡辺部会長挨拶

自己紹介の後、義援金と元気

シャツのチャリティ販売も行っ

て贈呈した。出席された潮来

福島県老連

両老連代表の挨拶、参加者

ただき、
「甦」の文字の入ったТ

市老連女性部では、４月に

長に呼びかけた。①生活必需

名が参加した。

に激励のメッセージを書いてい

を訪問して、活動支援品と併せ

次のような支援を各クラブ会

都 老 連58名、福島県 老 連15

スタ」に旗を設置して、来場者

避難所で炊き出し

各クラブに支援を
呼びかける

て県老連女性部と交流した。

開。
「おけがわ春のふれあいフェ

茨城県潮来市、鹿嶋市各老連

一宮町つくも会（老連）

年11月の２日間、毎年実施して

に、復興支援プロジェクトを展

川口市老連

東京都老連女性委員会
➡福島県老連女性部

都老連女性委員会では、23

「甦～よみがえる」を合言葉

た。

千葉県

女性委員会同士の
交流

おけがわ

激励旗を届ける

埼玉県

東京都

江町の会員を訪ねた。そして
23年11月には浪 江 町の 会 員
36名を鎌倉に招待して交流し
た。
「避難生活を忘れられる楽
しいひと時に感謝します」

横浜生まれの
モトちゃん
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関東
近畿
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被災地に思いをよせる
支援・交流活動

新潟県

大阪市

大阪府

港区老連

柏原市老連
➡福島県老連

街頭募金の実施
４月２日に会員100名が第1回
京都府

の街頭募金を行った。お揃い
滋賀県

愛知県
名古屋市

大阪府
大阪市

三条市 熟年いこいの会
➡福島県相馬市の避難者

村上支部老連女性部
➡福島県葛尾村老連

地元避難所での
支援を縁に、福島の
ラーメン店で再会

福島の避難先での
交流

クラブの活動拠点が南相馬
市160名の避 難 所になり、例
年交流している小学６年生と自
治会も交えて、子どもたちへプ
レゼントを計画した。クラブか
らは手作りの干支・うさぎのス
トラップに“みんながんばって”と
つけて35人へ贈った。その後
も茶話会や食事会などで交流
を重ねた。その後、福島へ戻っ
た方たち。ラーメン店も再開さ
れたと聞き、11月に会員30人で
訪ねて南相馬市の30人と再会。
「久しぶり」と手を握り、笑顔
で近況を報告しあった。

原発事故により、葛尾村は
三春町に避難している。そこへ、
新潟県村上支部老連女性部15
名が訪れ、葛尾村老連の15名
と交流した。対面のあとは４班
に分かれて、村上地方名産品
の笹団子作り。材料は村上か
ら持参し、１時間かけて皆で
作った。昼食後は、みんなで
声を合わせて合唱、踊りの披
露など時を忘れて盛り上がり、
絆が芽生えた。最後に星影の
ワルツを涙ながらに歌い、別れ
を惜しんだ。

柏原市のボランティアグループ
地元商店街で

募金箱などを準備して、スー
た。初めは緊張していた会員
も、近所の方に励まされ、
「老
人クラブなら安心」と言われて、
募金してくれたことにうれしく
なった。予想を超える約48万
円が集まり、その後も２回継続
した。

から、毛糸のネックウォーマー
100枚が、柏原市老連を通し

のウインドブレーカー、垂れ幕、

多くの人々、子どもや外国人も

新潟県

大阪府老連の機関紙を見た

す大震災に緊急役員会を開き、

パーや商店街等11か所に立っ

新潟県

冬のネックウォーマー

阪神・淡路大震災を思い出

京都府
京都府老連若手委員会・
女性委員会
➡仙台市老連

仙台市老連との
交流研修会
元気袋の縁でつながった仙
台市老連へ、24年11月、若手

て福島県老連に届けられた。
首を温めるネックウォーマーだ
が帽子にもなるすぐれもの。11
月に会津美里町で開催された
「仮設住宅においての寺子屋
（子
どもとの交流事業）
」にて、主
に楢葉町から避難している子ど
もたちと高齢者に贈られた。

委員、女性委員等15名が訪ね
て交流研修会を実施した。若
林区の仮設住宅、青葉区の山

名古屋市
名古屋市老連
➡岩手県陸前高田市老連

グラウンド・
ゴルフ用具を、
被災地へ寄贈
倉庫に保管していた未使用
のグラウンド・ゴルフ用具を、
岩手県陸前高田市老連に寄贈。
贈呈式を７月に現地で行った。

津波の地区にも行き、現地リー
ダーから話を伺った。また応
援旗や手作り品、水仙の球根
等を贈った。
「元気袋やメッセージに元気づ
けられたと伺い、真心が通じた
とうれしい」
「激励に行ったはずが逆に元気
をいただいた」
「せめて元気なうちに何かさせ
ていただきたい」

陸前高田市老連では、被災
前、年２回はグラウンド・ゴル

滋賀県

フ大会を開催し、各クラブでも

とよさとちょう

豊郷町老連

同好会を結成して毎日のように
楽しんでいたという。被災クラ

避難所で
炊き出しの手伝い

ブに貸し出すことはもちろん、
仮設住宅のサロン活動にも活

町に避難してきた福島の方々

用される予定である。

に向けて、日本赤十字社が行っ
た３月20日から４回にわたる炊
き出しに、老人クラブ会員がボ
ランティアとして大勢手伝った。
仮設住宅での交流
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被災地に思いをよせる
支援・交流活動

近畿
九州
~

福岡県

岡山県

兵庫県

直方市老連

大分市 香楠クラブ

復興支援バザーの
開催

竹ゴマ・竹トンボを
差し上げた
街頭募金活動

『思いを被災地に届けたい』

福岡県
大分県

と、高齢者でも取り組みやすい

大型商業施設の協力により、

支援を考えて復興支援バザー

人 通りの多い広場において、

を計画。女性部メンバーを中

ゴールデンウィーク最終日の５

心に単位クラブも協力して、軽

月８日に街頭募金活動を行っ

トラック２台分集まった。値札

た。竹ゴマ保存会から提供さ

付けや広報は男性も一致団結

れた、竹ゴマ、竹トンボを寄付

して進めた。９月に実施したバ

された方に差し上げたこともあ

ザーでは、あっという間に売り
沖縄県

倉敷市真備地区老連
➡福島県老連、
岩手県内小学校

季節ごとに支援
北播磨ブロック老連
➡岩手県・宮城県石巻市老連

新温泉町すこやかクラブ連合会
➡宮城県石巻市老連

夏の帽子

湯たんぽ
冬には町内湯村温泉で好評

会員が製作。風でとばないた

な湯たんぽでぬくもりを届けた

めのゴムもついている。

いと、軽量の湯たんぽを準備

西脇市 和田熟年クラブ
➡岩手県宮古市の仮設住宅

花
毎年育てている花苗を被災
地に贈ろうと、5月に「ゴテチャ」
の切花を岩手県宮古市の仮設

して贈った。
兵庫県老連
➡岩手県・宮城県内老人クラブ

夏の“元気うちわ”と
クリスマスプレゼント
絵や押花とメッセージを添

住宅に送った。
「東北の地にも

えたうちわと、手作りのクリス

美しい花が咲く日を信じて共に

マス仕様のキャンディー入り小

がんばりましょう！
（兵庫）
」
「美

物入れは、仮設住宅入居者に

しい花で沈んだ気持ちが癒さ

配布された。

れます」
（岩手）

切れ、評判も良かった。

岡山県

兵庫県

夏には播州織の帽子を女性

大分県

のおがた

お雛様とこいのぼりを
被災地へ
女性委員が、手持ちの着物
湯村温泉の
キャラクター
“湯～たん”

や見本地を材料として、一針一
針心を込めたお雛様は、福島
市と二本松市の仮設住宅に暮
らす高齢者や子どもに贈られた。
また、真備小学校の子ども
たちと一緒に作ったこいのぼり
は、小学校と縁のあった岩手
県大槌町、赤浜小学校へ届け
られた。

兵庫県
兵庫県老連
岩手県、宮城県、
福島県内各老連

が協力してくれた。

兵庫県への招待交流
県老連では、23年９月の「兵
庫県高齢者の集い」に岩手県
大船渡市老連会長を招き、話
をしていただいた。
24年２月の３日間には、石
巻市老 連の19名を招 待して、

沖縄県

ふれあい交流を実施した。一

那覇地区老連女性委員会

行は芦屋市老連、淡路ブロッ
ク老連と２回の交流会に参加、

手作り品を贈る

県老連建立の阪神・淡路大震

被災地へ届けようと、24年

災記念碑や南あわじ市老連管

11月の全老連・女性リーダーセ

理の梅林を訪れ、淡路島３市

ミナーにおいて、手作り品（帽

老連の太鼓や民謡を楽しんだ。

子のストラップ、はまぐり貝のお

24年７月の市町老連会長研

守り）と地元名産品を持参し、

修会には、福島県広野町老連

岩手県、宮城県、仙台市、福

会長が講演、９月の高齢者の

島県の各老連へ贈った。

集いには、福島県楢葉町、大
熊町の老人クラブが特別出演し、
ダンスや郷土芸能を披露した。

東播磨・北播磨ブロック老連
➡岩手県・宮城県石巻市老連

座布団

手作り品製作風景

指編みの座布団を贈り、仮
設住宅の高齢者に配布された。
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り、大勢の子どもたちや高齢者

震災記念碑の前で記念撮影する
石巻市老連一行
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みんなの元気と笑顔が
一番の宝物 

山形県

老人クラブ力で
故郷に夢と希望を  栃木県

皆さんの笑顔が
復興への原動力！ 

支え合いひとりの心
みんなの力！ 
札幌市

北海道

皆で応援します
ガンバレ仙台！ 

復興は老人クラブの
元気から！ 
長野県

千葉市

京都市

東北の雄都
老連の復興発展を祈る 静
 岡県
希望と笑顔が
あふれる未来へ 

堺市

仙台の元気を
大阪から応援します 大阪市
今こそ出るでる
老人力と知恵袋 
必ず復興はできます 前へ！
神戸市


がんばろう！ 復興支える
和歌山県
絆と友情 
一歩ずつ前へ！頑張れ東北！
岡山県


仲間から元気発信！
豊かな未来 
徳島県

山口県

絆で興そう！老人クラブ
広島市
仙台を 

雲外蒼天
～心をひとつに～ 
「杜の都」復興を応援します
愛媛県


繋いだ手は離さないよ！
秋田県
ずっと！ 

皆様が笑顔一杯に
なりますように 
福岡市

福岡県

共に歩もう
輝く未来に向かって！ 茨 城県

勇気と絆で
光り輝く東北を 

みなさんの笑顔が
仲間の願い 

７万２千会員の
ハートが隣りです 

熊本県

長崎県

佐賀県

明日への一歩 希望をもって
北九州市
前進を 

熊本から届けます！
「絆と笑顔」 

支えます！
老人クラブの心意気 大分県
元気な岩手に！
私達も頑張ります  宮崎県

沖縄県

ゆめ・ふれあい
元気そして笑顔  鹿児島県
前向く勇気を！
止めない歩みを！ 

被災４老連へ復興応援旗を贈呈

心ひとつに 共に頑張ろう！
東京都


クラブ復興で広げよう
神奈川県
仲間づくり 

早い復興を
心から応援します  横浜市
温かき心湧く
みちのくは風の巡礼  川崎市
復興福島 共に歩もう
新潟県
これからも 
仲間を支えるクラブの絆
新潟市


元気とやま
福島を応援します  富山県

福井県

石川県

「絆」を信じて
明日へはばたこう 
山梨県

未来へつなごう
復興の絆！ 

「絆」強め！
よみがえれ東北 

愛知県

心はひとつ！
全会員で応援します 岐阜県
ちぎれ雲飛ぶ思いは
福島に幸あれ 
支え合う心 福島のクラブ員に
名古屋市
届け 

応援してます
仲間の笑顔と復興を 群馬県

復旧・復興を
お祈り申し上げます 三重県

陽はまた昇る！
がんばろう宮城県  青森県

強い絆で輝く元気を
送り続けます 

埼玉県

みんなの元気と笑顔が
山形県
一番の宝物 

滋賀県

手をつなごう
輪（和）をつくろう  千葉県
全国の仲間共々
応援しています！ 

大阪府

仲間の絆、心をひとつに
京都府
奮励努力 
みんな手をつないで
生きてゆこう 

老人クラブの絆で
力強い歩みを！ 

鳥取県

奈良県

遠く兵庫から
復興を祈る心は近き 兵庫県

仲間との「絆」が
大きな力に！ 

広島県

復興へ！今こそ鶴の力を
島根県
ひとつに 
復興！老人クラブ
仲間とともに 

老人クラブで
皆の笑顔に会おうよ 香川県
東北の強さは
私たちの誇りです！ 高知県

大 規 模 被 災 ４ 老 連（ 岩 手 県、 宮 城 県、 仙 台 市、 福 島 県 ） へ、
全国の都道府県・指定都市老連からのメッセージの入った復興
応援旗を贈呈しました。メッセージとともに紹介します。
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福島県
老連への
メッセージ
宮城県
老連への
メッセージ

仙台市
老連への
メッセージ
岩手県
老連への
メッセージ

岩手県

宮城県

害

状

況

岩手県
死者4,673人 行方不明者1,151人
建物の全・半壊 24,916戸
県内避難者 40,608人
県外避難者 1,627人

福島県

被災4老連からのあいさつ

復興をめざす
被災老連の活動

被

経験は教訓

被災老人クラブの
再生と復興に向けて

岩手県老人クラブ連合会

菅野 満

2011年 3 月11日、多くの人命と穏やかな故郷の暮ら

平成23年 3 月11日（金）午 後 2 時46分頃、三陸
沖を震源とするマグニチュード9.0、震度 5 強から震度

地に刻まれ、私たちが長年抱えてきた地域や高齢者

7の地震とそれに伴う大津波が本県を襲いました。

課題に、さらに復興への対応が重くのしかかっています。
今回の災害に全国の老人クラブから寄せられました
心温まるご支援に、私たちがどれ程勇気と希望、やす
らぎの心情に満たされたか計り知れないものがありま
す。会員からは「老人クラブの会員で良かった」
、
「皆さ

建物の全・半壊 238,134戸
県内避難者 109,637人
県外避難者 7,981人

福島県

仙台市
死者979人 行方不明者30人

死者1,606人 行方不明者211人
建物の全・半壊 93,853戸
県内避難者 97,022人
県外避難者 57,135人

建物の全・半壊 139,255戸
（人的被害は平成24年11月30日現在、建物
被害は平成24年11月25日現在、
仙台市発表）

（全46都道府県へ）
東京電力福島第一原発事故により、次の11
市町村に避難指示区域（推定８万４千人余）
があり、
その内７市町村（※）には５年以上戻
れない「帰還困難区域」
（推定２万５千人余）
に指定された地区がある。

浪江町※、葛尾村※、川内村

26

ます。

気袋」や救援拠金等、数々の物心両面にわたりますご

せられました。

支援をいち早く賜りました。
ここに深く感謝と御礼を申しあげます。
宮城県老連では、全国の多くの会員の皆様からい

今、岩手県老連では、内陸、沿岸市町村老連一体

ただきましたこのような温かく力強いご支援のもと、大

となり復興と組織の再生に、震災の経験を教訓として

震災を乗り越えて被災老人クラブの再生と復興に向け

懸命に努力しております。

て歩みを進めているところであります。

これまでに、全国の老人クラブの皆様から頂いたご

全国の老人クラブの皆様には、被災地における老人

支援を胸に刻み、心から感謝の意を表し厚くお礼申し

クラブ活動の再生・復興のため引き続きご支援を賜り

あげます。

ますようお願い申しあげます。

元気をもらって
生きていく

共に支え、
共に福島に生きる

仙台市老人クラブ連合会

福島県老人クラブ連合会

橋本 典子

会長

渡部 盛美

会長

あの日の地震と大津波は、未曾有の被害をもたらし

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所

ました。救援拠金や支援物資、元気袋が全老連、都

事故から 3 年目を迎えようとしています。大震災直後

道府県老連より届き、言い表せない程の感動と感謝で

の混乱した日常生活は、少しずつ落ち着いてきました。

した。また組織の有り難さを感じながら、心一つに「ね

しかし福島県では今も、県内に 9 万人、県外に 5 万 7

んりんピック地域文化伝承館」を成し遂げ、これも全

千人余りの方々が不自由で慣れない避難生活を送って

国の仲間の支えがあればこそと感謝申しあげます。

います。

余震の中、生きる力を失いかけた時「仲間がどうし

大きな被害を受けた福島県に対し、全国から救援拠

ているだろう」と沿岸の津波を受けた避難所を訪ねま

金や元気袋など心温まるご支援を頂き、本当にありが

した。
「共に生きよう、共に供養しよう」ただ涙でした。

とうございます。仲間の支えが被災地の老人クラブ会
員に元気や笑顔を取り戻す力になり、復興の後押しを
してくれました。

生きる力をいただいております。被災で近所に来られ

福島県内では、仮設住宅と近隣に避難する高齢者

た方や心の傷を受けた方のサロンや話し相手に追われ

が新しい老人クラブを設立し、故郷に帰還するまで一

ています。仮設住宅を訪問した折は、笑顔で迎えてく

緒に楽しい活動をしようと組織を立ち上げた、すばらし

れますが、心の中はまだまだつらい場面もあります。

い活動事例もあります。今後はこのような新しい老人ク

会員としてどう支えて行くか課題です。

ラブを設立できる環境を整備していきたいと思います。

今後は、①被災後転居した方をクラブに迎える
平成25年３月８日現在、警察庁発表
避難者数は、平成25年２月７日現在、復興庁発表

あの、東日本大震災から早、二年が経とうとしてい
この震災に当たり、全国の老人クラブ会員の皆様に

の生活です。老人クラブ会長という仕事があることで、

双葉町※、大熊町※、富岡町※、楢葉町、

瞬にして瓦礫に埋め尽くされました。

は、高齢者のまごころと心温まるメッセージの入った「元

私も家は解体、その後主人も他界して「みなし住宅」

南相馬市※、田村市、川俣町、飯館村※、

くの人命や財産、美しい海岸線と風光明媚な景観が一

することです」と感謝と決意の言葉が多く寄せられてお

であり、高齢者同士の「絆」の強さをあらためて実感さ

死者9,535人 行方不明者1,302人

特にこの大津波により本県沿岸部の14市町では、多

んのご厚情に応える道はただ ひとつ、一日も早く復興

このことは、まさに老人クラブの友愛活動そのもの
（仙台市を含む）

坂本 せん

会長

しを奪った東日本大震災の爪あとは、今なお深く被災

ります。

宮城県

宮城県老人クラブ連合会

会長

被災地の老人クラブ活動が大震災以前の姿に戻る

②仮設住宅での仲間づくり ③お話の傾聴、という目

には、地道な努力と長い時間が必要となります。福島

標で活動します。支えあい元気をもらって生きていきた

県内力を合わせ復興活動に取り組みますので、これま

い。成す事があることに幸せを感じて感謝して生きます。

で同様に末永くご声援をお願いします。
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県老連では、3月からいち
早く体制を整えて、被災地支
援の方向を打ち出した。12
月からは県の委託を受けて、
仮設住宅における友愛活動
に取り組み、具体的に動き始
めた。

３月15日に震災情報第１報を発行。平成24年2月24日の第67
報まで発行して、県内各地の情報を発信した。

県老連事務所のある「ふれあいランド岩手」の
避難所にて“元気袋”配布
全老連で集めた品と兵庫県老連寄贈のエコバッグを、県老連
事務局にて袋詰め、連名のメッセージを添えた“元気袋”を、３
月24日に事務局職員により避難所で配布された。
「小物を入れ
る袋もないためとても喜ばれ、袋にある『兵庫』の文字に、阪
神・淡路大震災被災地からの励ましが伝わった」

会長会議にて震災対策本部立ち上げを決定
３月26日の会議では菅野会長が「内外に対して“老人クラブ
ここにあり”の姿勢を示していきたい」と訴えた。

仮設住宅における友愛活動の実施

復興をめざす被災老連の活動

復興をめざす被災老連の活動

岩手県
老連

「東日本大震災情報：いわて老連だより」の
発行

宮城県
老連

会長と事務局が被災老連に出向いて意見交換
４月に新事務局長と
なり、坂本会長と事務
局ですべての被災老連
を訪ねて、お見舞いを
申しあげるとともに、

甚大な被害を受けた沿岸
部15市町村老連では、事務
局が流出したところもある。３
月23日時点では３老 連（南
三陸町、女川町、亘理町）
とは
連絡がとれない状況であり、
すべての老連と連絡がつい
たのは４月上旬であった。
県老連事務局は３名全員
が被災をうけて、当初は１名
しか出勤できない状態が続
いていた。

今後の老人クラブ活動
のすすめ方についての
意見交換を行った。

今後の復興支援計画
中期計画（23 ～ 27年度の5年間）
救援拠金を活用した再結成や再活動の支援（会員安否確
認、クラブづくり）
、老人クラブ会員の増強対策（未加入
高齢者の加入促進、若手リーダー研修等）
長期計画（28年度以降）
老人クラブ活動の活性化対策、老人クラブ会員の増強対策

ねんりんピック「地域文化伝承館」の開催

12月から県の委託「被災地高齢者友愛支え合い事業」を受
けて、被災の大きかった沿岸部10市町村の仮設住宅入居高齢者
への友愛訪問活動に取り組んでいる。

老人クラブの状況

24年10月、仙台市老連と共同主管にて開催した伝承館では、

老人クラブの状況

被災13市町村老連のクラブ

被災15市町村老連のなかで

数は現在382。震災により当

３老連では今なおクラブ、会員

初42クラブが解散したが、そ

の状況が把握できていない。

の後10クラブが再生、２クラブ

それを除く報告では、被災によ

が 新設され、減少 数は30に
なった（24年12月現在）。
被災老連は復興に向けて全
力投球、被災を免れた内陸部
の市町村老連では支援活動を
展開している。

被災地老連からも震災からの復興を祈る吊るし雛
「復幸だるま」
などを出展、出演もしていただき、来館者から大きな声援と励
ましを受けた。

る解散26クラブ、活動休止中
宮古市赤前老人クラブ

24年度のテーマ「困難を乗り越え再生へ
～東日本大震災２年目の挑戦」
活動目標「流されたクラブは再生を 弱ったクラブは強く！」

85クラブ、調査不能10クラブ
である（24年６月現在）。

気仙沼市老連

救援目標「必要なときに必要な資金（救援・支援）を！」
25年度は全国初となる２回目の全国老人クラブ大会を盛岡
市で開催予定。
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会員減の現状から、24年に加入促進パンフレットを作成。そ
のなかには、
「災害時の絆」と記した次のような呼びかけをした。

復興をめざす被災老連の活動

復興をめざす被災老連の活動

仙台市
老連

新たに市老連入会案内パンフレットを作成

福島県
老連

高齢者地域支え合い事業の展開
23年度に県補助を受けて展開した全県的な地域支え合い事
業を、県老連独自に被災市町村老連支援事業として継続。仮設
住宅や借り上げ住宅のある老連と一体となって展開した。誰も
が気軽に楽しめて健康づくりに役立つニュースポーツを活動に
取り入れ、閉じこもりがちな避難生活の中に交流と笑顔を取り

市老連は橋本会長自らが

福島県は原発事故の発生

被災、また津波被災は２区

により、該当地域（双葉郡８

老連であったが、全５区老

町村を含む12市町村）では、

連が被災するなかにおいて、

住民が強制避難命令により

市老連の行う活動すべてに

県の内外へ避難する事態と

被災が影響する形になった。

なった。県老連事務局では
役員の無事は確認できたも

戻す楽しい活動を積極的に行った。

仮設住宅においての寺子屋（子どもとの交流事業）
従来から実施している子どもとの交流事業を、仮設住宅にお
いても実施している。子ども用の元気袋の提供もうけて、子ど
もと共に笑顔を取り戻している。

のの、原発事故被災老連と
連絡がとれたのは４月中旬で

今後の復興支援計画（平成24 ～ 28年度の5年間）
ア．被災クラブの復興と会員への支援
・活動拠点の整備（提供）と事業執行環境の整備
・ 被災前の通常事業復活への支援
・ 被災の大きかった地区に対してサロン活動や元気を与え

老人クラブの状況
単位クラブは10クラブ解散、
死亡した会員は101人になる。
特に津波被害の大きかった
若林区、宮城野区の各老連で
は、避難のため移転された会
員も多く、大きく会員を減らし
た。ところが24年は両老連と
も前年より会員が増加、市老

る新規事業の支援
イ．老人クラブ全体の活性化に向けた復興支援
・ 会員をはじめ高齢者が “元気になる” 斬新な新企画事業
の実施
・ 孤立化した会員の把握とケア及びクラブ活動復帰への支
援
ウ．友愛活動の充実に向けた支援
・ 仮設住宅入居高齢者への訪問支援、地域サロンや物資支
援による元気回復事業
・ 在宅介護等にある会員への側面的支援（訪問、声かけ等）

より人と人との絆を見直すよう
になったことが影響していると
考えている。

村老連と連絡をとり、いつ地
元へ帰れるか目途がつかず
に老人クラブ活動が困難なな
かで出来ることを探り、今後
の方針をたてている。

老人クラブの状況
原発事故に伴う被災市町村
では、単位クラブ活動が困難
で、地元に復帰できる時期が
いつになるか全くわからない状
況にある。
また、地震津波の被災地で
は、自らの復興とともに、原発

今後の復興支援計画
被災市町村老連と連携を図りながら、救援拠金を生かし、長
期的な支援を行う。
特に、原発事故被災地域の復興は数年～数十年先になると思
われることから、①仮設住宅と借り上げ住宅に入居している高
齢者の「単位クラブづくり」の支援、②従来のクラブの集まり
をもつこと、の両面を呼びかけている。

事故による避難会員を支援す
る活動も実施している。

連としても僅かながら会員が
増えた。会員増には、震災に

あった。その後は被災市町

ねんりんピック「地域文化伝承館」の開催
「健康に感謝、仲間に感謝、ふるさとに感謝、絆に感謝」が
スローガン。被災松かさを利用したのれん製作や女性部の手芸
品、震災を伝える「防災めくり紙芝居」の展示を行った。
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仲間の絆

復興をめざす被災老連の活動

絆を大切に、
活動を始めています

仲間とおしゃべりする大切さ、
再発見
仙台市宮城野区

クラブ設立、再編

23年５月に「茶話会」を再開。無事を喜び合い、

健康第一

宮古市田老地区にクラブ再生
岩手県宮古市

生祥クラブ

情報から取り残される不安も払拭されて、久しぶりに
笑顔があふれた。今でもみんな楽しみにしている。

救援拠金を活用して、
「心と体の健康手帳」

見も知らぬ私たちのために全国の仲間が送ってくれ
宮城県岩沼市老連

仮設住宅集会所にて月１回程度情報交換で顔
を合わせているうちに、24年５月、老人クラブと
して活動しようと話がまとまり、仮設以外に移り
住んだ人々にも声をかけて24名で設立した。お
楽しみ会の実施や、地区の運動会、福祉芸能祭
りに積極的に参加している。

白鳥長寿会

海岸沿いの農村地帯が被害を受け、農家の高
齢者は土にさわれない仮設住宅でストレスがた
まっている様子が伺えた。そこで、いただいた救
援拠金で「心と体の健康手帳」を作成して届け
ている。

た「元気袋」や「がんばれ」のメッセージは、
会員一同、
大いに励みになった。このことを子どもたちにも伝え、
人を思いやる気持ちを育てていきたいと思っている。

全国に避難した会員の所在確認、
仲間袋を送る
福島県楢葉町老連

町老連では、往復はがきを使って、全国に避難し
た会員の所在調査を行った。その後、所在の判明し
た会員には元気袋をヒントにした独自の「いきいき仲
間袋」を作成して、送った。老人クラブの絆を保つ活
動として、会員から感謝のことばが多く寄せられている。

後世に残す
仮設住宅単位にクラブを再編成して
活動再開
福島県葛尾村老連

会員のほとんどが三春町に避難する村老連で

ウォーキングで取り戻した
笑顔と元気
仙台市太白区

下前田老人クラブ青葉会

震災後、多くの会員が閉じこもりがちだったた

今後に向けて

震災体験を記録した
「おおふなと昔がたり」を発行
岩手県大船渡市老連

私たちは都合の悪いことはすぐに忘れてしま
いがちである。
「忘れること」が人間にとって大切な能力だと

は、24年度総会で避難先における活動を容易に

め、23年10月から月２回のウォーキングを始めた。

するため仮設住宅単位にクラブを再編して今後

寒くなっても参加者は減らず、貴重な外出の機会

しても、

の活動を行うこととした。ダンス、クロリティー、

になり、会員の絆も深まった。

未来を考えるためにも、忘れてはいけない

カラオケ、健康マージャン、グラウンド・ゴルフな

過去はたくさんあり、

どの専門部をおき、仮設住宅集会所等にて仲良

それらは、確かな記録として後世に伝えてい

く楽しく励まし合いながら活動に取り組んでいる。

かなければならない。
（昔がたりより）
会員の執筆により
毎年発行している「昔
がたり」を、三陸大津
波特集として発行。裸
足で車に乗って助かっ
た男性、家を流され
た女性など20人が寄
稿した。
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南三陸町老連からのメッセージ
宮城県

南三陸町社会福祉協議会事務局長
猪又 隆弘

全国の会員の皆様から、心温まる物心両面に
わたるご支援をいただきお礼申しあげます。
家も街も家族も一気に失った町民が救われた
のは、全国からのボランティアと、会員の皆様か
らの支援でした。震災前は活発に活動して相互
に助け合っていた町内35のクラブ、そのうち23ク
ラブが活動を再開しています。コミュニティが破壊
されて、老人クラブも組織の再編を余儀なくされ
ています。しかし横のつながりをもつ老人クラブ
は、孤立化を防ぐためにも必須の組織です。
今後、仮設住宅からの住居移転のため、数年
の間にまたコミュニティの再構築が必要となります
が、その局面でも老人クラブの存在と活動は期待
されています。
このような事情を理解いただき、被災地におけ
るクラブ活動の維持、推進のために今後ともご支
援いただければ幸いと思います。
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