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　東日本大震災から３年がたちます。

　被災を受けた地域では、復興に向けた取り組みが進む一方で、今もなお 26万７千
人の人が避難生活を余儀なくされています。その中には、福島原子力発電所の事故に
より、ふるさとに帰ることができないまま避難生活を送っている方々もいます。

　この３年間、老人クラブリーダーの方々は、会員の安否確認、クラブや連合会の再
興に向け取り組んできました。そしてようやく日常の活動や行事を再開し、仲間の笑
顔が戻ってきたとの明るい報告が届くようになりました。

　ここに紹介する活動は、その一部にすぎません。被災地では厳しい環境の中で、仲
間のため地域のためにがんばっています。その姿は、全国の仲間の誇りであり、私た
ちにも元気を与えてくれる存在です。

　このリーフレットを手にしたみなさまには、ここに紹介した活動の様子を、多くの
方々にも伝えていただきたいと思います。

　３年前に「元気袋」でつながった絆を思い起こし、あらためて支援の輪を広めたい
ものです。

仲間の誇り

【表紙写真】
①被災地からの報告－岩手県盛岡市で全国老人クラブ大会開催
②町づくりに願いを込めて作ったタペストリーを町に寄贈（岩手県大槌町老連）
③元気はつらつ！宮城県シニアスポーツ大会（宮城県老連）
④ノルディックウォーキングで元気づくり（宮城県気仙沼市老連）
⑤岡山県老連からの折り紙細工の寄贈を受けて（仙台市老連）
⑥福島県・仙台市老連女性部合同研修会（仙台市老連）
⑦県内外に避難して暮らす会員に送る年賀状（福島県楢葉町老連）
⑧兵庫県老連に招かれ伝承芸能「相馬流山踊り」を披露（福島県大熊町老連）
⑨子どもの未来と地域の安心のために除染活動に参加（福島県福島市早稲町いなほ会）
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　今年度、泊老人クラブは、震災前から行っていた切り
絵と民謡の講座を再開しました。指導者は、高齢者人材
バンクから派遣してもらい、毎月１回開催しています。
　参加者のひとり、菅野キタ子さん（80歳）の感想です。
「仮設住宅に入ってから淋しく毎日を過ごしていました。
そんな時、会長から老人クラブで切り絵講座を始めま
しょうと声をかけられ、私は嬉しくなって急に元気が出
てきました。集会所へ集まって好きなことを言いながら、
コツコツと手を動かして切り抜いている時が何より楽し
く生きがいを感じます。元気の出るお話を語り合ってい

るとあっという間に時間が過ぎていきます」。
� （会長　佐々木昭三）

生きがい感じる「切り絵講座」� 陸前高田市�泊
とまり

老人クラブ

　平成 23 年 12 月から、女性部が中心となって市内
37か所の仮設住宅での友愛活動に取り組んできました。
今年度（２月末時点）の延べ訪問件数は 1,264 件です。
この間、何回か訪ねていくうちに、仮設住宅の方とも顔
なじみとなり会話も増えました。
　活動を通じて実感したことは、「友愛活動は人と人と
のつながりをつくる」ということです。子や孫など若い
人は生活の再建に忙しく、高齢者は取り残されていると
感じています。そして気持ちもふさぎがちになり、閉じ
こもりがちな生活が続くと、次第に周囲から孤立してい

きます。「老人は老人同士」、私たちの声かけや訪問が、孤立防止につながっていると感じました。
　また、被災を受けた人だけでなく、地域に暮らす高齢者も不安や困りごとを抱えて暮らしています。
来年度からは従来の友愛活動も再開し、地域の高齢者を訪問する予定です。
� （会長　中村　中）

人とのつながりをつくる友愛活動� 大船渡市老人クラブ連合会

これからの町づくりの中で、老人クラブの再生を目指す
� 宮古市老人クラブ連合会

　宮古市老連の平成 25 年度のクラブ数は 63 クラブ、
会員数は 2,270 人です。震災から３年、被災地のクラ
ブ再生は一部の地区で実現したものの、会員が拡散した
地区では、再生が困難な状況となっています。また、よ
うやく仮設住宅での活動が始まったところでも、今後、
高台移転や災害公営住宅への入居、個人住宅建築などで
分散してしまうことも考えておかなくてはいけません。
町の復興は思うように進んでいませんが、これからは、
被災地区の町づくりの中で構成される自治会、町内会と
連携して、クラブの再生や新規クラブの結成に努める必
要があると感じています。
写真は、田老地区高齢者運動会、６クラブ、約 200 名
が参加しました。� （事務局長　柳澤良文）

岩 手 県
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　「塩釜みなと祭」は市民が大切にしてきた祭りで、震
災の年も、「元気を出そう！」と実施されました。祭り
では小中学生を先頭に一般や若者の団体が隊列を組み、
アップテンポでリズミカルに編曲された民謡「よしこ節」
に合わせて、踊りを披露しながらパレードが行われます。
　老人クラブも平成 18年から継続して参加し、過去に
は「特別賞」をいただいたこともあります。震災の年も
多くの会員が頑張って踊りました。昨年は 53名が参加
し、白の Tシャツに黒のズボンのそろいの姿で、男性
会員もいっしょに踊ったり、旗振り役を務めました。初

心者でも踊れる簡単な振り付けなので、仲間づくりにもつながっています。毎年、祭りが近づくと毎
日の練習が楽しみになっています。
� （会長　山澤文雄）

ふるさとの祭で元気な姿を披露� 塩釜市老人クラブ連合会

　平成 24年３月、「震災前のようなコミュニケーショ
ンを取り戻したい」という会員の声を受け、震災後に一
度は解散したクラブを再興しました。現在会員は43名、
設立時より４名増えました。会員の中には、仲間との会
話を求めて離れた地域から参加している人もいます。活
動は、新年会、芋煮会、花見会、移動研修会、仲間が集
まる機会をふやして声かけを行っています。
　こうした中から新しく始まった活動もあります。「じっ
としているより手を動かしているほうが良い」と今年度
から「編み物教室」が始まりました。会場は、津波で流

され現在は仮設で運営している公民館です。他にも「料理教室」「お茶のみ会」を開催し、それぞれ
10〜 25名の参加があり好評です。いずれも人が集まり会話ができる貴重な場所になっています。
� （会長　中村英司、事務・会計　慶長由男）

仲間と語らう場づくり� 宮城県七ヶ浜町　菖蒲田浜老人仲良しクラブ

　昨年、京都府老連から仮設住宅の入居者の方への心の
癒しの一助にと 1,000 個のチューリップの球根をいた
だきました。市老連では、京都府老連と市老連の名前を
印刷したシールを貼りつけたプランターを用意し、それ
ぞれの地域で届けることにしました。入居者の方といっ
しょに植え付け作業を行い、子どもたちも手伝いに加わ
り大勢の方と交流ができ、大きな成果となりました。
　支部のひとつ、多くの児童が亡くなった大川小学校の
ある河北支部でも、今回の訪問をきっかけに、老人クラ
ブに対する理解が深まり、これまで交流のなかった大き

な仮設住宅ともつながりができました。春になり花が咲いたら交流会を行うことになっています。
� （会長　武山　萬）

クラブと仮設住宅をつないだチューリップ� 石巻市老人クラブ連合会

宮 城 県
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　折立地区は、震災で大規模な地盤災害がおきたところ
です。土地の工事も進み徐々に復興に向かっています。
現在、地区老連では町内会や地域の学校などとの行事に
力を入れています。昨年７月には連合町内会や社会福祉
協議会と共催で震災で被害の大きかった宮城県南三陸町
志津川地区を訪れました。10月には「折立地区地域交
流演芸大会」を連合町内会や市民センターの協力を得て
開催。町内会、保育所、小学校、中学校、児童館、社協
に呼びかけ 150 名の参加がありました。それぞれの心
のこもった発表に、地域の絆が強まりました。今年２月

には、連合町内会に呼びかけ「マージャン大会」を開催。市民センターも共催で加わり、地域の親睦
を深めています。
� （副会長　齊藤　宏）

地域の団体と共に歩む� 青葉区　折立地区老人クラブ連合会

　平成 25年、地区老連は健康講座、ウォーキング、芋
煮会、「がんばっぺ六郷ふれ愛演芸夢まつり」、そして仮
設住宅の花壇整備等に取り組みました。健康講座は地域
包括支援センターにご協力いただき、震災後早くから取
り組んできました。ウォーキングでは、被災した集落を
歩き、復興状況を見てまわり、その後、地元で採れたい
も煮を食べながら交流、団結を強め有意義な一日でした。
演芸会は、第一部は会員による発表、第二部は芸人によ
る演目を行い、多くの会員が参加し大盛況でした。
　これからも各単老の会長と連絡を密にしながら、助け

合いの絆を深め、一人の孤立者も出ないよう心がけ、明るく楽しく夢のある老人クラブの育成につと
めていきたいと考えています。
� （会長　山形邦夫）

夢のあるクラブづくり� 若林区　六郷地区老人クラブ連合会

仙 台 市

　震災の翌年、全国から寄せられた救援拠金をクラブの
発展に活かそうと、この機会に会の記録を残すことにし
ました。できあがった文集はＡ５判、76頁になりました。
会の生い立ちとサークル活動、そして「あの日、あの時、
私は」と題して、会員に東日本大震災の記憶を綴っても
らいました。自宅で読書をしていた人、母の介護の準備
をしていた人、健康麻雀に夢中になっていた人…、その
時感じた恐怖や町の様子、家の中の惨状、家族の言葉、
繰り返し起こった余震の恐怖、それぞれの体験が記され
ています。震災から３年が経ち、記憶も薄れてきたと感
じる中、このような形で当時の思いを残すことができて
良かったと感謝しています。
� （会長　曳地　清）

震災の日の記憶を綴る� 泉区　山の寺三丁目老人クラブつくも会
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　一昨年、緊急時避難準備区域が解除され、村民が村に
戻り始め、老連の事務局もコミュニティーセンターで業
務を始めました。まっ先に再開したのは避難生活で解散
状態に陥っていた「大正琴愛好会」で、２年ぶりに活動
を再開しました。活動初日は、まだ村に戻っていない会
員も避難先からかけつけました。カラオケサークルや三
世代交流活動なども再開し、今年度は震災前の６割程度
の行事や事業に取り組むことができました。単位クラブ
も活動を再開しています。常葉会では、村に戻ってきた
会員 30人が集まり、活動拠点となる建物周辺の伸びた

草や枝を刈り、花の苗を植えました。新年会で老連役員は、「来年度は 120％事業をやろう！」とみ
んなで抱負を語り合いました。
� （会長　秋元卓三）

村民の帰還で活動再開� 川内村老人クラブ連合会

　フラダンスを「やってみたい」という会員の声を受け
て、仮設住宅の「おだがいさまセンター」で、昨年１月
から女性部の「フラダンス教室」が始まりました。４月
には震災支援に関わっていたボランティアから、神奈川
県鎌倉市でのフラダンスのイベントに誘われて参加し、
５月には仮設住宅を訪問された秋篠宮殿下の前で発表し
ました。さらに９月には、避難区域を多く抱える双葉
郡８町村の住民交流イベント「ふたばワールド」（参加
者 3,000 人）でも、ステージパフォーマンスに参加し、
元気な笑顔でフラダンスを披露しました。

　みんなの前で踊るという目標、そして踊った後の達成感から、週２回の練習に対する姿勢も違って
きています。今では「チームワロハ」と名前もつけました。
� （会長　渡邉喜助）

目標に向かって練習に励む� 富岡町老人クラブ連合会

　震災と原発事故から一年経ち、「みんなに少しでも明る
い日々を過ごしてほしい」と公民館の大ホールで「100
円喫茶」を始めました。月２回、第一、第三木曜日の午
後に会員が交代で運営しています。おそろいのエプロン
はお客さんからのプレゼントです。訪れる人は多い時で
40人、隣近所の人を誘ってやってきます。メニューは珈
琲、紅茶、ココア、緑茶で、お菓子は持参ですが中には
自慢の漬物などを持ってきてふるまう人もいます。昨年、
市から体操指導員を派遣してもらったところ大変好評で、
体操がある木曜日は普段より参加者も増えています。

１年目の喫茶の収益６万円は、沿岸部の被災したクラブに送りました。そのクラブでは、集会所がで
きたら同じように喫茶を開きたいと考えているようです。
� （会長　佐藤次男）

笑顔があふれる100円喫茶� いわき市平　下平窪老人会

福 島 県
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　平成 25年 10月 2日、岩手県盛岡市で開催
された「第 42回全国老人クラブ大会」総会場
のスクリーンに、岩手県、宮城県、仙台市、福
島県老連の企画によるビデオレターが放映され
ました。制作は自らも避難生活を送っている福
島県大熊町老連の若手委員会が担当しました。
４つの県・市のクラブを訪ね歩き、全国の仲間
に向けたメッセージを収録しました。
　この他、大会では「『元気袋』のお礼に」と
作られた「感謝袋」がメッセージと合わせて約
1,600 名の参加者全員に配られました。

被災クラブの今を伝えるビデオレターと感謝袋

ビデオレター「老人クラブに笑顔戻る〜震災被災地のいまを伝える」(15 分 ) と、
「いきいきダイアリー」は、全国老人クラブ連合会のホームページ、東日本大
震災関連コーナーで見ることができます。

検索➡全国老人クラブ連合会　（http://www.zenrouren.com/）
2014 年 4月

　不活発な生活を続けていくことが原因で、心身の機能が低下する
「生活不活発病」。長引く避難生活や生活環境の変化などから、被災
地域で問題となっています。
　全老連は、昨年に引き続きみずほ教育福祉財団の助成を受け、生
活不活発病の予防に向け毎日の生活をふりかえる「いきいきチェッ
ク」10項目を掲載した「いきいきダイアリー」を作成、被災され
た市区町村老連に配布して、仮設住宅などでの友愛訪問活動や被災
地の介護予防活動に役立てていただいています。

＊いきいきダイアリー（３年間で 36,000 冊作成、配布 )

●「いきいきダイアリー」で、生活不活発病を防ごう！●

いきいきダ
イアリー

この手帳は、
公益財団法人

みずほ教育福
祉財団の助成

により作成し
ました。

13-09704
_全老連毎日いきいきダイアリー.indd   

1

2014/03/
10   10:

08:58

ただ今収録中。



●元気袋の絆　　佐賀県神埼市　猪面元気会
　元気袋に対する礼状がきっかけとなり、再度会員に呼びかけて物資を送付。今度は震災の記録写真集が届き、市立
図書館に寄贈して多くの人に見てもらうことにしました。クラブでは、この絆が切れないように、今後も応援してい
きたいと考えています。

●復興を祈って「さんま祭り」を開催
大阪市　港区老人クラブ連合会

　今年で２回目となる「さんま祭り」。大船渡市の漁協で水揚げされたサンマ1,300
匹があっという間になくなり、売り上げを被災地に送りました。今回は防災をキー
ワードに中学生も参加、非常食の作り方を体験し、地域ぐるみのイベントになって
います。

つながろう老人クラブ！
～東北を応援しよう！

　被災地の仲間を励まそうと、福島県老連に市町老連手作りの「元気うちわ」1,500
本を送りました。うちわには一枚一枚、絵や書、ちぎり絵などとともにメッセージ
が書かれています。県老連では、休耕田を利用して作っている玉ねぎやさつま芋を
バザーで販売し、季節にあった手作り品を被災老連に送り支援しています。

●忘れていないよ～気持ちを伝える「元気うちわ」
兵庫県老人クラブ連合会

　宮城県石巻市老連の役員やリーダー 15名を招いて、「いきいき交流研修会」を
開催しました。震災後のクラブ活動、府老連若手委員会の活動を互いに報告し、意
見交換では、加入促進や若手リーダーの育成など共通した課題に話がもりあがりま
した。

●リーダー同志の語り合いとなった交流研修
京都府老人クラブ連合会

　募金活動と合わせて未使用のテレホンカード、切手などを集めて資金をつくり、府老
連研修会に岩手県宮古市老連から女性委員長と事務局長を招く費用や被災地に絵本な
どを送る郵送費にあてました。直接話しを聞くことで、被災地を身近に感じ、支援活動
や防災への意識も高まりました。来年度は福島県への復興ツアーを考えています。

●来年度は福島県へ復興ツアーを予定
大阪府老人クラブ連合会

　老人クラブのシンボル
マークを印刷した折り紙
で、女性部が作った折り
紙細工 800 点を被災老
連に送りました。

●折り紙細工で励まそう
岡山県老人クラブ連合会

　女性委員会でメッセー
ジを書いた絵手紙と小物
を袋につめ、200 セッ
トを宮城県老連を通じて
被災老連に送りました。

●絵手紙で復興応援メッセージを届ける
山口県老人クラブ連合会
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