
マスク＆ 
マスクケース作り
プロジェクト
神奈川県 
茅ヶ崎市老人クラブ連合会

空飛ぶマスク。会員の手作りマスクが飛行機に乗
り、茅ヶ崎からドイツの友人宅に飛んで行きました。
神奈川県老連女性会議「マスクづくりプロジェク
ト」を受け、経済的でおしゃれで素敵な手作りマス
クと、「マスクをしまうケースがあると便利」との意
見から、マスクケースも加えました。できあがった
マスクは地域活動支援センターの利用者や、ひとり
暮らしの方、友だちなどに贈り、多くの人に笑顔を
届けています。
最初は女性部だけの活動でしたが、友愛チームも
加わり輪が広がっています。この輪が茅ヶ崎市老連
から全国へ、さらに世界中に広がって多くの人々が
健康で笑顔になることを願っています。
写真は、友愛活動研修会でのマスクケース講習会
の様子です。

各地の活動から
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認知症予防に向けて（ふまねっと運動／山口県山口市）

2020年活動賞報告

 多様な健康づくり、 
介護予防活動

　活動賞は、活動の内容や取り組みにおける創意

工夫が評価でき、他のクラブや連合会の模範とな

るクラブや連合会に対して贈呈している賞です。

本年度の活動賞の受賞団体は 146 団体（単位ク

ラブ 96、地区老連 31、市区町村老連 19）です。

受賞団体の名簿は 4 ページに掲載しました。

　月刊「全老連」では、3 回にわたり受賞団体の

活動を紹介します。本号では、「健康づくり活動」

について紹介します。なお、本号の「北から南か

ら」も活動賞受賞団体の活動です。

健康づくりは、 学習、 実践、 点検を柱に
　多様な健康づくり・介護予防の取り組みが広が

るなか、「学習」「実践」「点検」を柱に、受賞団

体の取り組みを紹介します。

●地域のつながりを活かして正しい情報を学
ぶ〈学習〉

　テレビや新聞をはじめ多くの健康情報があふれ

るなか、正しい知識、新しい情報を得ることは健

康づくりの基本です。地域包括支援センターや施

設、病院など地域の関係者を講師に招いて学習会

を開催していること、定期的に開催していること

も大きなポイントです。

　地域包括、社協と連携した介護予防教室（大分

県宇佐市／単ク）、月 2 回開催の健康教室 （福岡

市東区／校区連）、1 年ごとに校区を変えて健康

教室を実施（岐阜県多治見市／校区連） など。

●活動の広がりと定期的な取り組み〈実践〉
　メニューの広がりとともに、定期的に開催する

ことで日常的に健康づくりに取り組んでいる様子

がわかります。活動で多かったのは、体操、ウォ

ーキング、ニュースポーツです。

　体操では、サポーターとなって「いきいき百歳

体操」の普及（大阪市平野区／単ク）、月 2 回、

介護予防体操中心のサロンを開催（鳥取県湯梨浜

町／単ク）、週 1 回行う健康体操教室（島根県邑

南町／単ク）、病院の空き室を借りて「週一元気

アップ体操教室」の開催（大分県別府市／地区連）。

ウォーキングでは、ウォーキングクラブを結成し

て年８回大会を開催（福井県大野市／単ク）、保

健センターと共同で散歩クラブ実施（愛知県日進

市／単ク）、週 2 回スロージョギングとにこにこ

ステップ運動の実施（福岡県久留米市／校区連） 

など。

　他にも、月2回、スポーツボイス教室（愛知県

東浦町／単ク）、週１回、認知症予防の定期活動

（脳トレ、百歳体操、ふまねっと運動）（山口県山

口市／単ク）、4 種の健康活動 （マレットゴルフ、

グラウンド・ゴルフ、スマイルボーリング、ピン

ポン）（長野県上田市／単ク）があります。
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●自分の健康や体力の状態を知る〈点検〉
　健康づくりでは、現在の自分の健康や体力の状

態を把握し、維持、向上することが大切です。老

人クラブが取り組んでいる「高齢者向け体力測定」

もその一つです。

　小学校保健師の協力を受けて健康診断の実施

（島根県益田市／単ク）、サロン開催時に合わせて

「健康チェック（血圧、尿他）」を開催（鹿児島県

霧島市／単ク）、体力測定の実施（北海道浦臼町

老連―5 ページで紹介、鳥取県湯梨浜町／単ク、

大分県宇佐市／単ク）など。

■健康を主体に三
さん

楽
がく

大学を開講
長崎県平戸市中部地区老連

　昭和 60 年から「三楽大学」という名前で活動

を開始しています。名前は「健康」「友愛」「奉仕」

の三つを楽しむという意味で「三楽大学」と名付

けました。平成14年から公民館の協力を受けて現

在の形で取り組んでいます。講師は市の健康長寿

課をはじめ地域の老人ホームや病院の方々に依頼

しています。こうした協力のおかげで、活動も長

く続いています。昨年の参加者は延べ 393 名。

その都度募集を行い、1 回の参加者数は 40 〜 50

名です。8 割は女性で、80 歳以上が 7 割を占め

ます。市の生涯学習講座にも位置付けられている

関係で、一般の方の参加も 2 割程度あり、活動の

PR にもつながっています。

■青年部が取り組む レクリエーション吹き矢
福井県永平寺町松岡地区健康長寿クラブ連合会

　腹式呼吸を用いた有酸素運動として、「レクリ

エーション吹き矢」に取り組んでいます。活動の

担い手となっているのは、平成 30 年に地区老連

のクラブに発足した青年部です。その一員がイン

ストラクターの資格を取って、参加者に指導して

います。

　活動は毎週日曜日、区民会館で 9 時から 10 時

30分まで行い、毎回10〜20名が参加しています。

地域住民にも声をかけ、特に 50 歳以上の住民に

は 「吹き矢」 の説明をしながら声かけも行ってい

ます。今では若い方や子供連れの参加もあり、地

域の人が集うコミュニティの拠点になっています。

週一回いきいき筋力アップ体操（愛知県犬山市）

一般の方も参加（長崎県平戸市） レクリエーション吹き矢（福井県永平寺町）
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北海道 浦臼町老人クラブ連合会
北海道 西興部村老人クラブ連合会
北海道 新冠町老人クラブ連合会
北海道 陸別町老人クラブ連合会
岩手県盛岡市 チェリーサークル
岩手県奥州市 羽田地区老人クラブ協議会
岩手県奥州市 小田代百寿会
秋田県仙北市 高野若駒クラブ
秋田県大館市 有浦町内会　有和会
山形県天童市 柏木町柏友会
山形県最上町 法田下幸寿会
山形県 小国町老人クラブ連合会
福島県二本松市 あだたらクラブ
福島県 福島市老人クラブ連合会
茨城県ひたちなか市 大平睦会
茨城県小美玉市 清水頭老人会　若がえり会
栃木県真岡市 愛宕会
栃木県下野市 西区共楽会
栃木県 日光市老人クラブ連合会日光地区連絡協議会
群馬県 高崎市長野地区長寿会連合会
群馬県伊勢崎市 田中島第一高砂会
群馬県安中市 原市上町長寿会
群馬県安中市 下後閑西部長寿会
埼玉県さいたま市 和土住宅和み会
埼玉県川越市 初雁クラブ
埼玉県所沢市 星の宮長生クラブ
埼玉県秩父市 上田野長生会
千葉県松戸市 二ツ木長寿会
千葉県浦安市 美浜 16 サロンの会
千葉市花見川区 畑第一老人クラブ
千葉市緑区 サニークラブ
千葉市若葉区 貝塚松風会
東京都杉並区 仁寿会
東京都府中市 松亀会
東京都板橋区 双葉蓬莱会
東京都東大和市 新成会
横浜市 港北区老人クラブ連合会
横浜市中区 緑会
横浜市泉区 懇親の会
横浜市神奈川区 片倉町ときわ会
新潟県上越市 安国寺百寿会
新潟市中央区 網川原すみれ会
富山県 富山市西田地方校下長寿会連合会
富山県 高岡市博労地区老人クラブ連合会
石川県小松市 金平町いきいきクラブ
福井県大野市 大野長生会
福井県永平寺町 松岡地区健康長寿クラブ連合会
長野県豊丘村 登喜和会
長野県阿智村 中関大杉クラブ
長野県中野市 大熊松寿会
長野県上田市 川辺町楽生会
岐阜県瑞穂市 上牛牧長寿会
岐阜県郡上市 ひるがの親和会
岐阜県多治見市 多悠連笠原校区連合会
岐阜県高山市 久々野区長寿会
静岡県浜松市 水窪地区連合会
静岡県 シニアクラブ菊川
静岡県長泉町 薄原上すすきの会
愛知県東浦町 生路老人クラブ 東生会
愛知県犬山市 内田老人クラブ
愛知県日進市 平子台シニアクラブ
愛知県豊田市 高橋地区高齢者クラブ連合会　池滝会
名古屋市瑞穂区 中根学区老人クラブ連合会
名古屋市熱田区 千年学区老人クラブ連合会
名古屋市中川区 春田学区老人クラブ連合会
三重県明和町 北野友楽クラブ
三重県津市 大古曽一寿会
滋賀県栗東市 やすらぎ会
京都府福知山市 大江支部　尾口すこやか会
京都市伏見区 すこやかクラブ納所（地区老連）
大阪府豊能町 新光風台さわやかクラブ悠友会
大阪府交野市 倉治シニアクラブ　さんゆう会
大阪府富田林市 寿美ヶ丘　すみれ会

大阪市城東区 聖賢寿クラブ
大阪市平野区 長吉東百寿会
大阪市西淀川区 大和田東光老クラブ
大阪市中央区 高津豊寿会
兵庫県加古川市 平岡町老人クラブ連合会
神戸市須磨区 横尾老人クラブ
神戸市須磨区 つくしの会
神戸市垂水区 東部老人クラブ
奈良県河合町 山坊弥生会
奈良県橿原市 みつわ会
奈良県 平群町長寿会連合会
奈良県斑鳩町 錦会
鳥取県湯梨浜町 門田寿会
鳥取県湯梨浜町 松友会
鳥取県 境港市ことぶきクラブ連合会
島根県益田市 合歓の会
島根県奥出雲町 亀嵩地区高齢者クラブ
島根県美郷町 福寿会
島根県邑南町 和田原総南会
岡山県和気町 父井原老人クラブ
岡山県高梁市 有漢地域老人クラブ
岡山県 津山市老人クラブ連合会　城西地区
岡山市北区 桃園福寿会
岡山市中区 原尾島原シニア倶楽部
岡山市東区 政津東クラブ
広島県三原市 双鷺会
広島県呉市 阿賀地区西延崎プラチナクラブ
広島県福山市 神村学区 ６区融和会
広島県 尾道市老人クラブ連合会
広島市西区 明神若竹会
広島市西区 山手町あゆみ会
広島市佐伯区 明星会
山口県美祢市 桃ノ木寿会
山口県山口市 阿東支部生雲清雲会
山口県光市 浅江地区老人クラブ連合会
徳島県小松島市 坂野松寿会
徳島県阿波市 西林長寿クラブ
徳島県 美波町老人クラブ連合会
徳島県 板野町西老人クラブ楽笑会
香川県丸亀市 富熊老荘連合会
香川県坂出市 加茂老人クラブ連合会
香川県さぬき市 護摩山クラブ
香川県三豊市 山本町長寿会連合会
高知県土佐市 戸波しあわせ会
高知県いの町 是友さくら会
福岡県福津市 花見 1・2 区シニアクラブ
福岡県八女市 田本豊寿会
福岡県久留米市 長門石校区老人クラブ連合会
北九州市門司区 シニア門司クラブ
北九州市小倉南区 第一七福会
北九州市若松区 修多羅高塔会
福岡市東区 香椎校区ねんりんクラブ連合会
福岡市中央区 当仁校区老人クラブ連合会
福岡市南区 柏原すこやかクラブ
福岡市城南区 梅林三丁目千歳会
佐賀県 佐賀市老人クラブ連合会
長崎県長与町 三寿々会
長崎県長与町 八千代会
長崎県 平戸市中部地区老人クラブ連合会
長崎県大村市 富の原２丁目長寿会
熊本県荒尾市 牛水下老人クラブ
熊本県菊池市 栄町老人クラブ
熊本県 西原村老人クラブ連合会
熊本県 湯前町老人クラブ連合会
大分県大分市 パークシティ明野　明桜会
大分県 国東市老人クラブ連合会
大分県別府市 南地区老人クラブ連合会
大分県宇佐市 上矢部・熊・正覚寺老人クラブ
宮崎県 日南市高齢者クラブ連合会酒谷地区分会
鹿児島県錦江町 川東長寿会
鹿児島県霧島市 新町虹色クラブ
鹿児島県大崎町 荒佐野長寿会
鹿児島県瀬戸内町 深山会

2020 年 ｢活動賞｣ 受賞団体
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測定員を養成して町老連で体力測定実施

浦臼町老連では、平成 27 年度から平成 30 年

度まで、北海道老連事務局職員を招いて年 1 回、

体力測定会を開催していました。測定会では、町

老連役員も会場設営や測定を協力していました。

そこで、令和元年度に北海道老連主催の「健康づ

くりリーダー養成講習会、体力測定員養成講習会」

を当地で開催してもらい、結果、25 名の測定員

が誕生しました。

測定会は毎年 3 月に開催しています。チラシを

作成して各クラブの例会で内容を説明したり、町

の防災無線で呼びかけて参加者の募集をしていま

す。参加者は１回 40 人前後、ほとんどが継続し

て参加している方で、年齢は 70 歳〜 85 歳、男

性 13 名、女性 30 名、未加入者の方も数名います。

参加した方からは、「自身の体力を知るすべがな

いので、体力測定に参加することで健康づくりに

つながっている。これからも継続して参加してい

きたい」などと感想を得ています。他にもほとん

どの参加者が、自分自身の体力低下を把握して備

えるためにも測定会を継続すべきと言っていま

す。今後は、必要に応じて講師を招いた学習を行

北から南から

っていきたいと考えています。今年度の開催は来

年 3 月の予定ですが、コロナウイルスの感染の状

況を見ながら開催の有無を検討する予定です。

クラブ合同で健康づくり

　町老連の取り組みは、他にもあります。「高齢

者のつどい」や「パークゴルフ親睦会」「一日研修」

などです。「高齢者の集い」では、自らの健康に

もっと関心を持ってもらおうと、町内の高齢者を

対象に講演やカラオケ大会を開催し、未加入者と

の親睦と交流につなげています。また、町内には

二つのパークゴルフ場があり、高齢者だけでなく

広い世代に親しまれていることから、高齢者なら

誰でも参加できる「パークゴルフ親睦会」を開催

しています。

　単位クラブごとに行われている「春、秋の湯治

旅行」や社会科見学を目的とした「一日研修」は

好評で、毎回多くの会員が参加しています。こう

した楽しい活動を通じて、閉じこもりを防いだり、

活動へ参加するきっかけをつくり、健康づくりを

広げていきたいと考えています。

（会長　三浦 輝夫）

体力測定で健康づくり
北海道浦

うらうすちょう

臼町老人クラブ連合会　●3クラブ　●会員数 159名

測定前に「いきいきクラブ体操」

これから「片足開眼立ち」
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サロンでの活動がフレイル予防に

平成 22 年、地域高齢者の健康維持、認知症予

防及び孤立防止を目的に、 NPO 法人どりーまぁサ

ービスの支援を受けて「坂野サロン」を始めまし

た。2 年後、 平成 24 年からは 「サロン部会」 を設

けて、老人クラブが主体となって運営しています。

開催は毎月 2 回（第 1、3 木曜日）、午前 9 時

30 分〜 11 時頃まで行っています。

サロンでは、毎回テーマを決め、物づくり （手

芸等） や体操、脳トレの他、地域包括支援センタ

ーから講師を招いて健康をテーマとした「健康維

持講座」等を行っています。県老連が養成してい

る介護予防リーダーの修了生（2 名）が、サロン

のお世話役として企画や運営に携わり、体操の指

導・実演なども行っています。

参加者は毎回 15 名前後。クラブに未加入の方

の参加もあります。98 歳の女性も元気に参加さ

れ、みなさん笑顔があふれ、元気でいきいきとし

ています。その様子からも、この取り組みが介護

予防や孤立防止に一役買っていると感じることが

できます。サロン活動は、健康維持や社会参加の

促進にもなっており、フレイルの予防につながっ

北から南から

ています。

サロンが三世代交流の場に

クラブでサロンを開催するようになり、他の活

動も活発になって、会員も大変喜んでいます。子

どもたちやその保護者を招いた行事もあり、学校

の休みの際には、サロンに子どもたちが参加する

など交流も深まっています。

毎年秋には、地元小学生と保護者を招いて、サ

ロンの参加者と一緒に防災についての勉強会と食

事会（カレーパーティー）を開催して、三世代交

流の場になっていますが、残念ながら今年は中止

となりました。

一方、サロンは 9月から第1木曜日に活動を再

開し、第1回目には13人が参加されました。「自

粛している間はすることがなく、家に閉じこもっ

ていたが、やっと出かけられるようになる」 など、

みなさん、待ちに待ったという様子で再開を大変

喜んでいただきました。他にも、集会所敷地内の

土地を利用して、野菜づくりを始めました。積極

的に手伝ってくれる方もおられ、栽培や収穫など

新たな楽しみの一つとなっています。

（会長　川下 玲子）

健康維持、 孤立防止を目指した 
坂野サロン

徳島県小松島市 坂野松寿会　●会員数 55名

頭も体も動かす「脳トレゲーム」

手先を動かし「防災頭巾づくり」
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　大河ドラマ「麒麟がくる」の放送開始以降、

明智光秀が築いた福知山城に多くの観光客が

訪れています。その方々を案内しているのが

「福知山観光ガイドの会」のメンバーです。

市老連副会長がガイドの会の会長ということ

もあり、市老連からも多くの会員が登録して

います。ガイドになるには、事前の講習会と

先輩ガイドから実地指導を受けます。

　ガイドは週 1 〜 2 日の当番制ですが、団体

予約があると連日になる日もあります。一日

に天守閣まで 3 往復する日もありますが、来

城者に「福知山に来て良かったです」と喜ん

でいただけると、「やってよかった！」とや

りがいを感じます。　

＊現在の福知山城は、石垣と銅門番所だけが残って
いたところに、昭和 61 年、市民運動などの熱意
により復元した三層四階の城です。

みんなのひろば

老人クラブ会員が 
福知山城を案内します！

京都府福知山市老人クラブ連合会

キャッシュカードをすり替える、 
はさみで切り込みを入れる手口の 
特殊詐欺に注意！
　警察官や銀行協会、   百貨店店員などを名乗っ

て訪問し、キャッシュカード等を封筒に入れさせ、

隙を見て別の封筒にすり替え本物のカードを持ち

去ったり、はさみで切り込みを入れて（偽装工作）

安心させてカードを持ち帰る詐欺が発生してい

ます。

　外出機会とともに、近所や友人との交流も少な

くなるなか、今こそ、詐欺被害防止に向けて情報

を届けましょう。声を掛け合いましょう。

◆ 暗証番号は教えない！
◆ キャッシュカードは渡さない！

高齢消費者被害は 
高齢者自らが主体となって防ごう！

　神戸市老連は 7 月 30 日、「令和 2 年度『見守

りサポーター養成講座』」を新型コロナウイルス

感染防止の観点から参加者数を絞って開催、45

名が参加し

ました。

防ごう！

消費者被害
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JR 東日本千葉支社が開催する
「駅からハイキング & ウォーキン

グイベント（10 〜 12 月）」（検索➡駅ハイ／シニ
アクラブ） に、千葉県老連の企画が採用されま
した。成田市の名勝をポイントに、 11月 8、 9
日は、 地元成田市老連が協力して参加者の体力

測定と健康チェックを行います。
　学習、体操、ウォーキング、ニュースポーツ…。
老人クラブでは見慣れた活動も、「参加するきっ
かけがない」という人も少なくないはずです。「健
康づくり」 で老人クラブを PR。みなさんもいか
がですか。 （敦）

編集後記

●令和 2 年 10月10 日発行（毎月 1 回 10日発行）第480 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

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。

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


