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各地の活

動から

私たちのクラブは昨年 40 周年を迎えました。大切に
しているのは、
「楽しい雰囲気づくり」です。
「清掃美化活動」に力を入れており、雪の時期を除く 5

私たちの町を
きれいに
札幌市南区
北ノ沢和朗会

月から 11 月、町内の道路と二つの公園の掃除をし、四
つのバス停に花のプランターを飾っています。
活動日は第一金曜日、7 時に集合場所に集まり、三班
に分かれて担当場所に移動して、掃除に取り掛かります。
しかし、今年の 4 月～ 5 月は、新型コロナウイルスの
感染防止に配慮して、活動方法を現地集合、現地解散に
変更して取り組みました。
6 月からは通常に戻り、中止していた例会も内容を見
直して二班に分かれて開催しています。フェイスガード
を用意し、机や椅子、会場の手すりなどの消毒も忘れず
に行っています。
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地域に感謝を示す
全国一斉「社会奉仕の日」

9 月 20日

全老連は、地域社会に対する感謝と地域の担い

の周辺道路の除草作業と花壇の整備を行っていま

手として活力を示すことを目的に、
「健康・友愛・

す。さらに毎月 1 回行っている地区全体のアルミ

奉仕『全国三大運動』
」の一つとして「全国一斉『社

缶回収を合わせて行っています。通行人から「ご

会奉仕の日』
」の取り組みを呼びかけています。

苦労様、花が綺麗」など労いの声かけをしていた

この活動は、昭和 59 年に神奈川県老連、横浜

だくこともあります。これからも活動を続け、地

市老連、川崎市老連が「敬老の日」に感謝して 9

域の人々から親しまれる会の運営を心掛けたいと

月 20 日に一斉に社会奉仕活動に取り組んだこと

思っています。

が始まりです。

■総距離 1000 ｍの清掃活動

本号では、全国各地の今年の取り組みを、昨年
の活動の様子（写真）とともに紹介します。

名古屋市北区サクラ会
500m にわたる県道の両側を掃除しています。

〈今年度の取り組み注意点〉
新型コロナウイルス感染防止および熱中症予防

参 加 者 は 20

に向けて、安全、安心な取り組み方法について事

名 程 度 で す。

前に話し合いましょう。そして、参加者への周知

植栽の中に

はもとより地域の方々にも理解が得られるよう情

は、車から投

報提供に努めましょう。

げ捨てたもの

＊「全国三大運動」
「全国一斉『社会奉仕の日』の取り組み要領」

と思われる空

は、全国老人クラブ連合会ホームページ「老人クラブにつ

き缶やペット

いて／全国運動」に掲載しています。

ボトルが散乱しています。バス停もあることから
歩道の利用者も多いので、少しでも綺麗にしたい
と草取りからゴミの回収まで 20 年ほど前から毎

■住民に喜ばれる花壇の整備

年実施しています。

栃木県さくら市いきいきクラブ連合会
フィオーレ和会

■地区をあげて海岸清掃

平成14 年

かまにゅう

にクラブが

京都府伊根町蒲 入老人クラブ

発足して以

海岸近くの公園で草引き等の清掃活動を地区を

来、 毎 年、

あげて 20 年ほど続けています。活動は老人クラ

普段活動で

ブが指揮を執り、地区の高齢者にも有線マイクで

使っている

参加を呼びかけています。

公民館とそ

昨年の参加者は、会員 15 名（70 歳以上）に加
2
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地域に感謝を示す全国一斉「社会奉仕の日」

■男女の役割分担で地域清掃
あわ い じゅ こう かい

香川県観音寺市粟井寿康会
地域にある粟井神社の周辺道路の清掃を年４回
行っています。男性は草刈り機、女性は鎌を持ち
寄り、道や側
溝の草刈りや
空き缶拾いを

えて若手高齢者（70 歳未満）15 名でした。

し て い ま す。

自治会も軽トラックでゴミを処分場まで運搬し
てくれるなど協力してくれています。参加した若

毎年６月に行

手高齢者が将来会員となり、会員増強にもつなが

われる「あじ

っています。

さい祭り」の
前には、観光客が通る道の清掃作業を行っていま

■今年は地域のメイン道路を清掃

す。今年、新型コロナウイルス感染防止にともな

は つ か いち

広島県廿日市市四季が丘寿会

い祭りは中止になりましたが、清掃活動は例年ど

昨年度は団地中央部の公園清掃を行いました

おり取り組んでいます。

が、今年度は地域のメイン道路であるバス通りの
道路清掃を予定しています。内容は例年どおり清

■村の歴史、観光の拠点を清掃

掃・除草。特に今年度は除草に力を入れる予定

宮崎県西米良村小川老人クラブ

です。

米良の歴史の象徴とされる菊池一族代々の殿様

にし め

ら

のお墓（囲墓地、澤水墓地）と、集落の高齢者も

参加会員はお揃いのユニフォームを着用し、老
人クラブの活動を地域にアピールしています。
「は

多く運営に携わ

つらつと活動に励む老人の姿を多くの方に見てい

り、村の観光を

ただき、老人クラブの地域における存在を高めた

リードしている
「おがわ作小屋

い」と思っています。

村」周辺の除草、
清掃をしていま
す。少ない人数
では大変なので、地区住民のボランティアや、村
内の児童、生徒たちにも参加を呼びかけ、共に汗
を流しています。今では、清掃だけではなく、歴
史の学習や世代間の交流の場として、クラブ活性
化の一翼を担う活動になってきました。
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北から南から

駅の開業以来 35 年続く
清掃美化活動
は

だ

岩手県奥州市 羽田地区老人クラブ協議会

● 7クラブ ●会員数 307 名

取り組みを支える誇り
「水沢江刺駅」は、住民の念願がかなって昭和
60 年 4 月に誕生した東北新幹線の小さな駅です。
降り立った人々を気持ちよく迎えようと、駅に接
続する約 500 ｍの市道とロータリーの清掃活動
を開業以来 35 年間行っています。
活動は年に 2 回、草木が茂る 6 月と帰省客が
多い 8 月に行います。毎年理事会で実施要項を
検討して、作業手順や分担等を決めています。

正面玄関道路の草抜き

会員は、手袋、草取り鎌、剪定ばさみ等を持参
し、ゴミ袋やほうき、ちり取りは地区センターが

いで誰がやる」
、会員の思いが活動を支えていま

用意、地区老協からは、水分補給のペットボトル

す。さらに、
ローカル新聞に取り上げられたり、
国、

を配布しています。清掃後の草や枝の処理は、市

県、市、社協等の感謝状、表彰状も一層の励みに

役所にお願いしています。

なっています。

活動日は土曜日、午前 6 時から 7 時までの 1

全戸にボランティア募集を呼びかけ

時間です。参加者の中には、早朝にも関わらず 4
キロ先から来る人、腰を曲げてシルバーカーを押

参加者は多い時で 100 名、少ない時は 70 名

してくる 90 代の女性、遠くから車や自転車で参

で推移しています。近年は、会員の高齢化により

加する会員も少なくありません。

参加者が減少傾向にある中、作業方法を見直して

「先輩達が築きあげ、社会から評価されている活

どうにか作業を時間内に終わらせています。

動を絶やすわけにはいかない」
「俺たちがやらな

その一つがボランティアの募集です。全世帯に
参加協力を呼びかけたチラシを配り、終了後は礼
状を配っています。こうした取り組みを通じて、
会員以外の高齢者や若者、小・中学生、障害者
のグループホームの方々等の協力が広がってい
ます。
新型コロナウイルス感染防止に配慮して取り組
んだ 6 月には、思いもよらずボランティアを含め
て 70 名の参加がありました。マスクを着用して、
いつもより間隔を空けて作業を行い、さらに万一
に備えて参加者名簿を作成して実施しました。
（会長 佐藤 擴）

駅前広場の花壇の手入れ
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北から南から

川さらえの担い手は
老人クラブ
とうにん

福岡市中央区 当仁校区老人クラブ連合会

● 8 クラブ ●会員数 304 名

感謝を込めて町をきれいに
福岡市の発展とともに幹線道路が整備され、そ
の恩恵を最大限に受けたのが、私たちの当仁校区
でした。さらに、当時のダイエーホークスの移籍
により、地元の唐人町商店街には賑わいが戻り、

周辺道路の草刈り

ホークスの活躍とともに、私たちも徐々に自信と
誇りを取り戻して参りました。その感謝の気持ち
が地域の清掃活動につながっていると思います。
校区老連では、当仁小学校や地元幼稚園での昔
遊び、三世代ふれあいもちつき、グラウンド・ゴ

黒門川通りの植栽の手入れ

ルフなど、いろいろなボランティア活動を実施し

くろもんがわ

こもがわ

ていますが、参加人数や実施頻度においても清掃

地域を流れる黒門川と菰川の川さらえを行ってい

活動がぬきんでています。

ます（今年は中止）
。川の中での作業は重労働と

一つは、第 1 日曜日に幹線道路沿いの歩道を参

なるので、体力に自信のある人が川の中に入り、

加者 60 人ほどで掃除しています。昔は二つの道

他の人たちは、川から上がってきた泥やゴミを袋

路でしたが、新たに道路が開通して、今は四つの

に詰め、路上に並べます。川に隣接する歩道の清

道路の清掃を行っています。もう一つは、最終月

掃なども、老人クラブが中心となり取り組んでい

曜日、地域の鎮守社である鵜飼八幡神社の境内の

ます。こういった事業には、地域の協力は不可欠

清掃を 40 人ほどで行っています。

ですが、自治会や公民館の役員はほとんどが老人
クラブに加入しているので、地域住民との一体感

年に２回の川さらえ

は昔からありました。

毎年 4 月と 10 月には、40 人ほどが参加して

仲間と会って体を動かす
こうした活動を支えているのは、活動前の柔軟
体操と終了後の茶話会です。私たち高齢者は、自
分の健康にとって体を動かすことが何よりも大切
であると理解しています。健康づくりはもとより
仲間との親睦の時間が喜ばれています。みんなで
汗を流した後の憩いの時間が何にも代え難いひと
ときとなり、会員の参加が続いているのではない
でしょうか。
（会長 井上 宏）

菰川と黒門川の清掃、お疲れ様でした
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いちょうだより

活動の記録、保持にこの１冊
令和3年度版「老人クラブ活動日誌」
「会計簿」のご案内
老人クラブの運営で大切なことは、記録をつけることです。会員名簿や活動記録、会費
の徴収状況や経費の支払い等について、帳簿を整備しておくことが必要です。
全国老人クラブ連合会では、これらを簡便に整理しておくことができる年度版の「老人
クラブ活動日誌」と「老人クラブ会計簿」を発行しています。ぜひ、ご活用ください。

●老人クラブ活動日誌
A4 判、122 ページ、定価 700 円（税込）
活動記録は１ページごとになっており、日時や出席者
人数、活動内容等が自由に書き込めます。また、年度の
企画や月間予定表も掲載しています。さらに、関連資料
として、老人クラブ運営指針、老人クラブ活動等事業実
施要項（厚生労働省通知）などを掲載しています。

●老人クラブ会計簿
A4 判、50 ページ、定価 400 円（税込）
経理の実務経験がなくてもつけられます。内容は、会
費受領簿、金銭出納帳、予算書・決算書等です。証書
貼り付け欄もあり、証書などが散逸しないようにしてい
ます。

【申し込み方法】
12 月初旬までに、最寄りの市区町村老連または都道府県・指定都市老連にお申し
込みください。本誌は、申し込み数により製作しているため、締め切り後のご希望
には添えない場合があります。
どうぞこの機会にお申し込みください。
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新型コロナウイルスに関する情報紹介

●厚生労働省ホームページ

●日本赤十字社ホームページ

「新型コロナウイルス」で 検索
「病気、不安、差別の連鎖を断ち切ろう」

「新型コロナウイルスに関する Q & A（一般の方向け）
」

感染症の対応として、
「病気」
「不安」
「差別」の「負のス

具体的な質問形式でこれまでの情報や新たな情報を整

パイラル（連鎖）
」が問題になっています。こうした連鎖

理して紹介しています。情報は随時更新されています。

を断ち切るためのガイドを作成し、紹介しています。正
しい理解と行動に向けて、ご活用ください。

➡いずれも全国老人クラブ連合会ホームページで紹介しています。

みんなのひろば

老人クラブが開催する
婚活パーティー
高知市老人クラブ連合会 旭ブロック
高知県婚活サポーターをしている中岡恒子
会長の企画で、若い人たちの結婚をお手伝い
しようと、昨年「出会い・きっかけの集い」

が、シャフルボードを行いました。ペアにな

を開催し、17 名が集まりました。成果は、

って話し合いながら競技をすることで、自然

お付き合いを始めた方が二組。内一組が 4 月

な交流ができました。今回は女性の参加者が

に入籍されました。

少なかったため、老人クラブのスタッフも参

今回は、新型コロナウィルス感染予防の影

加して、会員と若者の交流もできました。次

響で参加者は 8 名、検温・マスクの着用・三

回は 12 月、地域の「世話焼きじいさん、ば

密にならないよう配慮して開催しました。お

あさん」となって、心をつなぎ、出会いを応

弁当を一緒に食べることはできませんでした

援し続けたいと思っています。
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幼い頃、町内会の溝掃除に参加

住んでいる町をきれいにするのは当たり前」、会

した父が、菓子パンをもらって

員の方からよく耳にする言葉ですが、言葉を交

帰って来るのが楽しみでした。大人が集まって

わす人がいて、ふれあいがあって、ようやく「自

大掃除をする日は、町内がにぎやかになり、み

分が住んでいる町」と思えるのかもしれません。

んなが笑顔だった思い出があります。
「自分が



編集後記

（敦）

60周年記念会員章を胸に活動の輪を広げましょう。
全国老人クラブ連合会は、令和 4 年（2022 年）に創立 60
周年を迎えます。これを記念して「60 周年記念会員章」を
作製しました。
● 令和

●直径 17mm タック式
●期間限定 2019 年～ 2022 年
●１口 1,000 円

2 年 9 月 10 日発行（毎月 1 回 10 日発行）第 479 号
● 発行人／正立 斉 ● 発行所／公益財団法人 全国老人クラブ連合会
● 住所／〒 100 – 8917 東京都千代田区霞が関 3 – 3 –2 新霞が関ビル 5 階 ● 電話 03 – 3581– 5658（代） FAX 03 – 3597– 9447
● ホームページアドレス http://www.zenrouren.com/
● E-mail zenrou@zenrouren.com
● 編集協力 株式会社 凱風企画
● 編集人／加藤博康
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