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はじめに
東日本大震災から1年たちました。
未曾有の津波災害、そしてかつて経験したことのない福島原子力発電所の事故により、
今もなお、多くの人が厳しい生活を送っています。とりわけ仮設住宅や借り上げ住宅で
暮らす高齢者は、慣れない生活から健康を害したり、見知らぬ環境で閉じこもりがちに
なって人とのかかわりが少なくなるなど、多くの課題を抱えています。犠牲となられた
方々の６割は高齢者で、老人クラブも多くの会員を失いました。連合会の事務局や活動
拠点となる施設を失ったクラブも少なくありません。
このような中、多くのリーダーが早くから会員の消息の把握に努め、仮設住宅での友
愛訪問や集いの場づくりなど同世代の仲間を励まそうと取り組み、クラブ活動を再開し
ています。こうした高齢者の自主的な行動は、高齢化が進む被災地で、地域の復興を支
える一助になっていることと思います。
また、今回の震災におきましては、全国のみなさまからたくさんの支援をいただきま

はじめに

した。
お寄せいただいた
「救援拠金」は８億円を超え、
「元気袋」は11万個に及びました。改め
て
「老人クラブの絆」
の強さを実感いたしました。
本リーフレットを通じて、被災地で頑張っている仲間に思いをはせ、震災を機につな
がった
「絆」を改めて思いおこしてみましょう。そして、これからもみんなで復興を応援
してまいりましょう。
平成24年6月

全国老人クラブ連合会
会長 斎藤十朗

東日本大震災救援拠金－８億円
全国から７億5424万2751円が寄せられ、岩手県、宮城県、仙台市、福島県、茨城県、千
葉県など11県市老連へ配分しました。なお、各被災地老連における独自募金は5716万
8953円になり、老人クラブとしては合計８億円以上が集められました。

「元気袋」
－１１万個
高齢者のまごころを伝えようと届けられた元気袋は11万個。日
常生活用品にメッセージを入れた小袋は、老人クラブを通して
被災した人々に配られました。
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岩手県
趣味講座の再開を目指して

陸前高田市老連 会長

小野寺

彦宏

市老連は、震災で当時の会長をはじめ多くの会員を亡
くし、事務局も津波で流失しました。ようやく活動再開
の目途も立ち、現在は震災前に行っていた９つの趣味教
室の再開に向けて取り組んでいます。しかし、公共施設
も多く流され、残った会場には利用者が集中して、思う
ように会場の確保ができないのが悩みです。このことは
単位クラブも同様です。
５月には陸前高田市の仮設住宅がある住田町老連の協
力で、グラウンド・ゴルフ大会を開催しました。参加者
の中には、震災後初めてクラブを握る人もおり、仲間と
のプレーを楽しんでいました。震災で多くの命と家屋を失いましたが、これからは高齢者が支え合って元
気に生きていける場を老人クラブが担っていきたいと思っています。

友愛訪問で人と人とのつながりをつくる

いわいずみちょう

岩泉町老連 会長

石垣正雄

た。これからも、仮設住宅が存在する限り活動を続け、会員以外の方にも、町老連のゲートボールやパー
クゴルフ行事などに声かけをしていきたいと思っています。

活動を通じて震災後遺症を和らげる

山田町 飯岡老人クラブ 会長 佐々木鋼文

全国のみなさんの真心がこもった「元気袋」を、一人
でも多くの方々に届けたい一心で、仮設住宅をはじめ被
災された方々への友愛訪問に取り組みました。時折スー
パーで「元気袋」を持って買い物に来ている人を見かける
とこちらもうれしくなりました。
震災から１年、以前はクラブの例会で椅子を利用する
人は２割もいませんでしたが、４月のお花見会では、8
割の人が「必要」と言ってきました。また、訪問先では「眠
れない」
「津波に関わるテレビを見ると頭が痛くなる」等
という話を聞きます。被災の有無にかかわらず、じわじ
わと心やからだに現れ始めた震災後遺症を和らげるためにも、
「今年度は気合を入れて訪問しなければ」と
思っています。
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岩手県

昨年12月から、町老連役員や単位クラブ会長等14名
で、３か所の仮設に２人１組で友愛訪問をしています。
活動に取り組むにあたり、訪問がお互い負担にならない
ようにすること、会話がしやすい雰囲気を作ることに気
をつけました。こうして何回か訪ねて行くうちに、訪問
を心まちにしてもらえるようになり、人と人とのつなが
りができてきたように感じています。
現在は、訪問した際に老人クラブの予定を知らせ、活
動に誘うようにしています。２月に開催したパークゴル
フ大会には、仮設住宅から６名の方が参加してくれまし

宮城県
解散、休会クラブの再結成をめざして

岩沼市老連 会長

渡辺栄一

震災では、海岸沿いの農村地帯が大きな被害を受けま
した。農家の高齢者は、
「土」や「作物を育てること」への
愛着がとても強く、庭も畑もない仮設住宅の暮らしの中
で、ストレスが高まっている様子がうかがえます。そこ
で、ストレス解消に役立ててもらおうと、歩いて行ける
範囲内に「ふれあい福祉農園」(仮称)を計画しています。
また平成26年に向けて被災地域の集団移転計画の見
通しも立ち、少しずつ気持ちの落ち着きも見えてきたこ
とから、解散、休会しているクラブについては、町内会
長、区長、民生委員との連携を強化して支援していこう
と考えています。そして、いただいた救援拠金で「心と体の健康手帳」を作成、配布し、活動への理解を深
め、老人クラブの結成を呼びかけていこうと考えています。

輪投げで「元気」づくり

山元町老連 会長

齋藤

信

宮城県

昨年、思うように会としての活動ができずにいる中、
「元気袋」が届き、全国からの温かい支援に感謝しまし
た。その後、救援拠金の一部を利用して、輪なげセット
等を購入し貸し出しています。こうして、昨年12月には、
「輪なげのつどい」をどうにか開催することができました。
参加者の中には、仮設住宅の集会場に集まり、練習して
きた会員もいました。輪なげをきっかけに少しずつ集ま
る機会が増えているようです。
これからは、元気のある人はますます元気になって、
元気のない人に「元気」を分け与えていけるような活動を
行っていきたいと思っています。そして減少しているクラブの数を増やし、連合会としての活動を盛り上
げて行きたいと思います。

活動に取り組みながら仲間を待つ

塩釜市老連 副会長

宮本きくよ

震災から3か月経った６月下旬、市老連役員で浦戸諸
島の避難所に「元気袋」150袋を届けに行きました。現地
に入ると、あの美しい風景は跡形もみられず、ショック
で涙が出ました。９月には、市と共催でおこなっている
「塩釜市高齢者まつり」を開催、約1500人が集まり、久々
に出会った元気な仲間の姿に会場は大変なにぎわいでし
た。
「元気袋」の中に化粧品を見つけた女性たちは、
「明日
から少し若返るといいね」などと言いながら盛り上がっ
ていました。
震災から１年過ぎ、被災を免れたクラブは平常な活動
に戻っています。会員の３分の２が避難中というクラブも、残った会員を中心に行事に参加しながら、仲
間が戻ってくる日を待っています。
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仙台市


「ウォーキング」で閉じこもりの日々から抜け出す
た い は く く

太白区東中田地区

下前田老人クラブ青葉会 会長

柴田耕治

震災後、長引く余震に多くの会員が閉じこもりがちな
生活を送っていたのが気になり、昨年10月から月２回
「ウォーキング」を始めました。初めての活動日、集合場
所の公園にはこの日を待っていたように半数近い会員が
集まっていました。寒くなってもその数は減らず、活動
が貴重な外出機会となっていました。今ではクラブ活動
として定着し、欠席した仲間を気づかう様子も見られる
ようになり、会員の絆も深まったように感じます。
4月の活動では、桜や木々の若葉に「ようやく季節を感
じるようになった」と多くの会員が話していました。歩
くことで、笑顔と元気を取り戻した経験を活かして、これからは多くのクラブに「ウォーキング」を取り入
れるように提案していきたいと考えています。

再開した「茶話会」に仲間の笑顔

宮城野区高砂地区 白鳥長寿会 会長 竹内軍治

思っています。

被災経験を活かす取り組み

泉区南光台地区

浦田命寿会 会長

曳地信子

震災でクラブの半数の会員の自宅が半壊や全壊となり
ました。昨年から地域包括支援センターで行われている
避難時の課題についての話し合いには、地区老連の単位
クラブ会長が出席し、高齢者の立場から意見を述べてい
ます。例えば、寒い中、給水に長時間並び重い水を運ぶ
のが大変だったこと。自宅で過ごしていた高齢者の情報
が十分に把握できず、支援が届かなかったということで
す。支援が届かなかった人たちの中には、日頃から地域
とのつながりが少ない人も目立ちました。そこで地区老
連では、会員に町内の防災訓練や地域行事に積極的に参
加して人とのつながりをつくること、いざという時にどうするか具体的に考えておくことを呼びかけてい
ます。これからは震災で得た経験を多くの人に伝えていきたいと考えています。
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仙台市

昨年５月、以前から行っていた「茶話会」を再開したと
ころ大勢の会員が集まりした。参加者はお互いの無事を
喜び、被害状況を報告し合い、会場には久しぶりに笑顔
があふれていました。そんな中、
「家にいると情報から取
り残されるのではないか」と不安で参加している人も少
なくありませんでした。今でも「茶話会」をみんな楽しみ
にしています。今回の震災を通じて、改めて仲間とおしゃ
べりすることの大切さを感じました。
１年前、見も知らぬ私たちのために全国の仲間が送っ
てくれた「元気袋」や「がんばれ」のメッセージは、会員一
同、大いに励みになりました。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

福島県
広報で仲間の情報を届ける

大熊町老連 会長

半杭和明

町老連では、集まりや活動をカメラやビデオで記録し
て各地の仮設に配り、気軽に会うことができなくなった
仲間の元気な姿をみんなに見てもらおうと活動していま
す。また、社会福祉協議会が全戸に配布している広報誌
に、会報を折り込んでもらうことも計画しています。
５月末には、多くの町民が避難している会津若松市で
鶴ヶ城を一周するウォーキング大会を開催し、59名が
参加しました。参加者からは「また、参加したい」と声が
あがっていました。今後は、観光地である市内を積極的
に歩いてもらおうと、ウォーキングマップ作りにも取り
組んでいくことを考えています。こうした活動を担当しているのは、震災前に立ち上げた若手委員会です。
みんなで力を合わせて、できることから始めていこうと思っています。

10仮設５クラブ、新たなクラブづくりで再出発 葛尾村老連 会長
かつらおむら

神谷謙作

福島県

葛尾村は、住民の多くが役場といっしょに三春町に避
難しています。そこで老連は去年の秋に５つの専門部会
（グラウンド・ゴルフ、クロリティー、ダンス、カラオケ、
健康マージャン）を再開し、定期的に開催して健康づく
りや閉じこもりを防ぐ活動に取り組んでいます。中でも
グラウンド・ゴルフは、三春町から場所を提供してもら
い、日常的に練習したり、隔月毎に大会を開催するなど、
多くの人が気軽に楽しんでいます。
また。今年度は活動に取り組みやすいように、町内に
ある10個の仮設住宅を５つに分け、新たなクラブを立ち
上げることにしました。活動はこれからですが、周辺の借り上げ住宅の会員にも声かけを行っていく予定
です。

原発避難地域の連絡協議会

双葉地方老人クラブ連絡協議会 会長

大和田高男

連絡協議会を構成する８町村老連（広野町、楢葉町、
富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村）は、
ほとんどが警戒区域や計画的避難区域に指定され、事務
局は県内各地に移転しています。
5月10日、昨年９月に活動の一時停止を決定して以来、
２回目となる総会を郡山市で開催し、各老連の役員や事
務局35名が集まりました。仮設住宅でのクラブの立ち
上げ（富岡町、大熊町、浪江町）や友愛活動（双葉町）、
「生
きがい教室活動」の再開（楢葉町）、ハガキを使った会員
の現況調査（広野町）など各老連の活動が報告されました。
今後は、県老連が主催するさまざまな行事に合わせて集まりを持ち、情報交換をしながら励まし合ってい
きたいと考えています。
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茨城県
震災後の地域を守る防犯パトロール

い た こ し

茨城県潮来市日の出２丁目ハッピー会 会長 井上精二

日の出地区は、湖を埋め立て造成した住宅地のため、地震に
よる液状化がひどく、地盤沈下、家屋の傾斜、道路の崩壊など
がおこりました。多くの住民は避難所や親戚の家に避難し、住
人のいない家が目立つようになり、ニュータウンはすっかり様
変わりして物騒にさえ感じました。こうした中、健康づくりを
兼ねた防犯パトロールを震災後早い段階で再開しました。活動
はこれまでと同様に週２回、子供たちの登下校時と夕方6時か
ら８時までですが、震災後は特に防犯に力を入れ、ひとり暮ら
しや高齢者世帯の家に声かけを行ったり、戸締りのポイントや
防犯に関する情報を伝えたりしています。
地域の復興はまだまだですが、クラブではグラウンド・ゴ
ルフや清掃活動など、これまでどおりの活動を再開しています。
内容は変わりませんが、会員同士が互いに気づかうようになり、
絆が深くなったと感じています。

地域の災害の歴史を知って備える

旭市老連 会長

石橋

裕

当地には、古くから津波が来ていた史実があり石碑が建って
いましたが、高齢者も含め、市民の関心は高くありませんでし
た。今回の震災で地域の災害の歴史を知ることが大切だと感じ、
過去の災害について調べて会員に配布し、地域ごとに開催され
る防災訓練に参加するよう会員に呼びかけています。また、病
気や支援が必要な時に玄関に掲げる「ＳＯＳ」の旗を作り、助け
合いに力を入れていこうと考えています。

パソコン導入で災害に強い組織づくり

浦安市老連 会長

小田榮祐

震災後、電話や携帯電話も思うようにつながらず、平常に戻っ
たのは３～４か月経ってからでした。毎日歩いて会員の安否確
認やクラブの連絡を行うなど、情報の収集、発信に非常に苦労
した経験から、いただいた救援拠金を活用して、以前から考え
ていたパソコンの導入をこの機会に実施することにしました。
現在４４クラブのうち８割のクラブが設置、今年度はパソコン
教室の開催を計画しています。震災という災難を契機に、新た
なクラブ活動に取り組んでいこうと考えています。
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茨城県・千葉県

千葉県

つながろう老人クラブ！
被災を受けた老人クラブの仲間、そこに暮らす人たちのことを思い、
絆をつなぎ、励まし合っていきましょう。
●「元気袋」がつないだ２つの絆

兵庫県芦屋市老連

「元気袋」が縁で、兵庫県芦屋市老連の村上ミツ子さん（８９歳）と宮城県石
巻市老連斎藤はなさん（８７歳）の交流が続いています。今年２月、兵庫県老連
の招きで来県していた石巻市老連の会員が芦屋市を訪れた際も、村上さんは現地
の状況を熱心に尋ね、情報を集めていました。所属する寿楽会では、斎藤さんの
クラブに折にふれお便りや支援の品を送ってきました。現在は、夏に向けて手作
りの座布団を準備しています。
「これからも長い絆をつないで元気づけたい」と
村上さんは話しています。

●

県内避難者との交流

ば ん せ い ち く

山形県米沢市万世地区老連
万世地区老連は、2 月 28 日、福島県から地区へ避難している高齢者の方を招

いて、交流会を行いました。参加者は避難者７人を含む 30 人余りで、女性会員
が作った芋煮やしょうがご飯などを食べたり、輪投げなどを楽しんだりしました。
参加した避難者の方は、「ほかの人にも声をかけ、次回も参加したい」と話してい
ました。地区老連では、日常活動をはじめ研修旅行などにも声かけをしていこう
と考えています。

●

子どもたちといっしょに被災地支援

ま

び

ち

く

岡山県倉敷市真備地区老連

３月に福島県の子どもたちにお雛様を届けた真備地区老連は、５月のこどもの日に向けて、地元の
小学生といっしょにミニこいのぼり１６８個を作りました。送り先は、昨年真備小学校が支援してつ
ながりのある岩手県大槌町赤浜小学校。老人クラブに声をかけてもらったおかげで、子どもたちも再
び被災地の小学校とつながることができたと先生方は喜んでいました。地区老連では、これからも折
にふれて被災地支援に取り組んでいこうと考えています。

●

これからの支援に向けて被災地訪問

京都府老連若手委員会

昨年、
府老連は被災地に約 2 万個の「元気袋」を送り、受け取られた被災者の方々
から心のこもった礼状をたくさんいただきました。「支え合いの思いをこのままで
終わらせてはもったいない」「長い支援につなげていきたい」と、現在、若手委員
会が中心になって被災地訪問を計画中です。11 月には女性委員会とともに仙台
市を訪れ、区老連と交流する予定です。

平成24年6月
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