
それぞれの 
活動で取り組む 

「社会奉仕の日」
東京都羽村市 
高齢者クラブ連合会

羽村市高連では、9 月 1 カ月間を「社会奉仕の日」 の
取り組み期間として、毎年各クラブが市内全域で奉仕活
動に取り組んでいます。

昨年は、新型コロナウイルスの感染防止に伴い多くの
活動が見合わされるなか、各クラブでは感染対策を行い、
さまざまな奉仕活動が実施されました。

活動として多く取り組まれているのは、神社の境内や
公共施設、道路、商店街などの掃除や草取りです。多く
が日頃から取り組まれており、花壇やプランターの手入れ、
植木の剪定なども行っています。中には、公園遊具の掃
除や点検、ペンキがはがれたベンチの塗装を行っている
クラブもあり喜ばれています。他にも「環境にやさしい活
動」 として、資源回収やペットボトルのキャップやアルミ缶
のプルトップの回収などが取り組まれています。

今年は、清掃活動を中心に感染対策をしながら社会
奉仕活動を実施する予定です。

各地の活動
から
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基）や地植えの花（4 か所）もあり、水やりや、

追肥、雑草の刈り取り等も行っています。地域の

美観を維持することに喜びを感じ、活動には、毎

回 35 〜 40 名が参加しています。

■みんなで清掃、気分晴れやか
兵庫県高砂市米田町老人クラブ連合会

　米田町老連では、「社会奉仕の日」に全 15 クラ

ブが参加して、高砂市総合運動公園内の清掃を行

っています。今年も昨年に引き続き、参加者には

事前に感染防止対策としてマスクの着用、手袋の

使用、分散して取り組むことを呼びかけ、9 月

19 日に実施しました。参加者は、新型コロナの

影響で昨年（102 名）より減って 88 名でした。

　当日は７時 30 分に集合、町老連会長の挨拶に

特集

老人クラブ「社会奉仕の日」
感染対策を徹底して各地で活動

　9 月 20 日、「社会奉仕の日」は、昨年に続き、

コロナ禍での活動となりました。全国各地では、

新型コロナウイルス感染防止対策を徹底して、さ

まざまな活動が取り組まれました。

■「社会奉仕の日」 のはじまりと全国運動
「社会奉仕の日」は、昭和 59 年、神奈川県、横

浜市、川崎市老連において、 「敬老の日 （当時 9 月

15 日）」 に感謝する取り組みとして、 9 月 20 日を

一斉奉仕活動の日として始まりました。

　活動は全国に広がり、昭和 61 年、多くのクラ

ブで取り組まれている奉仕活動を一斉に実施する

ことで、地域社会に対する感謝と地域の担い手と

しての老人クラブの活力を示そうと、全国運動と

して取り組むことになりました。

　平成 5 年には、「花のあるまち、ゴミのないまち」

をスローガンとして掲げ、平成 20 年には、活動

内容に「環境にやさしい活動」を加えて、これに

ともないスローガンを「きれいな地球を子どもた

ちへ」に変更しました。

　全国運動となって 35 年、9 月 20 日を中心に

地域団体や住民と協力しながら、地域の緑化、美

化、資源ゴミのリサイクル等の活動を中心に、幅

広い活動が取り組まれています。

■町の美化活動に喜びを
仙台市若林区土

つち

樋
とい

社交クラブ

　私たちのクラブでは、バス停や地下鉄の出入り

口があり、住民の生活の中心になっている愛宕市

電通り周辺の清掃活動に 8 年前から取り組んでい

ます。通常は、毎月第一日曜日、クラブののぼり

を立てて行っていますが、9 月は、「社会奉仕の日」

に合わせて活動しています。道路上には花壇（26

（令和 2 年）

（令和 3 年）
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特集　老人クラブ「社会奉仕の日」

続き、注意事項を確認した後、それぞれ担当場所

へ移動して約２時間、清掃に取り組みました。行

事の中止が続くなか、「活動に参加し、気分的に

晴れやかな気持ちになった」と喜ぶ会員もいまし

た。コロナ禍にあっても地域に貢献する頼もしい

クラブの姿を示すことができました。

■市内全部で 7,000 を超えるごみ袋
名古屋市老人クラブ連合会

　緊急事態宣言や感染拡大の状況に配慮して、今

年も多くのクラブで「社会奉仕の日」が取り組ま

れました。今年度の状況はこれからとりまとめる

ところですが、昨年は 872 クラブ、10,353 人が

参加、清掃を行った場所は 1,562 箇所、集められ

たごみの量は毎年 7,000 袋（ごみ袋 1 袋 =45ℓ）

を超えています。

　写真の昭和区鶴舞第八クラブは、桜の名所とし

ても知られ、市民の憩いの場としても親しまれて

いる鶴舞公園の清掃活動を行っています。会員も

愛着をもって利用している公園ですが、少し裏側

を覗くといろいろなごみが放置されています。そ

こで、美観を保ち、多くの人に気持ちよく使って

いただきたいと思いを込めて活動を続けていま

す。昨年に続き、コロナ対策として、参加者を減

らし、作業時間も短くして活動に取り組みました

が、「来年は、感染を気にせず、いつものように

多くの会員が集まり、のびのびやりたい」と思っ

ています。

■子どもたちと取り組む「社会奉仕の日」
広島県廿

は つ か

日市
いち

市藤友会

　藤友会は、3 年前から子ども会にも呼びかけて、

「社会奉仕の日」に地域の公園の清掃活動に取り

組んでいます。昨年の参加者は 94 名、多くの子

どもや保護者の参加がありました。今年は緊急事

態宣言下ということもあり、呼びかけは自粛して

開催日だけお知らせしたにもかかわらず、予想以

上に人が集まり 70 名の参加となりました。集ま

る機会が少ないなか、数少ない屋外での行事にみ

んなの注目が高まり、参加者が増えているように

感じます。

　当日 （9 月 19 日） は、8 時から 1 時間、草取り

を中心とした清掃活動を実施しました。安全に配

慮して草刈り機での作業は前日に済ませていま

す。高齢者に子どもたち、小さな子どもを背負っ

たお母さんや張り切っているお父さん、大きな声

は聞こえませんが、久しぶりに公園がにぎやかに

なりました。公園には、今年、自治会といっしょ

に植樹した原爆を生き抜いたイチョウの木があり

ます。これからは、活動を通じて、子どもたちと

いっしょにこの木を守り育てていこうと考えてい

ます。

（令和 3 年）（令和 2 年）
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自転車ロードレスコース沿道の美化活動

　東京 2020 オリンピックでは、当地が自転車ロ

ードレ－スのコースとなりました。そこで、「沿

道に花を植え！華を添える！」を合言葉に、例年

9 月に行われている「社会奉仕の日」を 7 月に繰

り上げて、世界の選手の「おもてなし」に取り組

みました。

　地元がコースとなった大沢いきいきクラブで

は、沿道の草を取りマリーゴールドやサルビアの

花を植えました。市内の他の老人クラブは、道路

沿いの空き缶やペットボトル等のごみ拾い・道路

に飛び出している木の枝の伐採・カーブミラーの

清掃など、それぞれに考えた美化活動を展開しま

した。

　毎年、地域の公民館や神社の清掃を行っていま

すが、いつもと違う 「社会奉仕の日」 に、 「オリン

ピックのため！」という思いが強く感じられ、多

くの会員が喜びを感じた取り組みとなりました。

食料支援 1.4 トン！ 
目的は公共福祉の増進

　市老連のテーマは、「一人は万人のために、万

人は一人のために〜人々が助け合い、支え合い生

きてゆく社会〜公共福祉の増進」です。会員はコ

北から南から

ロナ禍においても、社会奉仕活動に積極的に活動

に取り組んでいます。

　昨年は、「支え合いマスクの寄贈」に取り組み、

女性会員が中心となり 3,000 枚のマスクを手作

りし、御殿場警察署をはじめ市役所に寄贈しまし

た。また友愛訪問の対象となっている会員にも届

けました。

　さらに、「コロナ禍での生活困窮者への食糧支

援事業」にも取り組み、クラブごとに家庭にある

未使用の食糧を集めました。結果、総重量は 1.4

トン。乾麺・レトルト食品、缶詰、菓子類が約 2

千点、農家の会員が多いことからお米は 450kg

も集まりました。これらは地元の「御殿場・小山

フードバンク協議会」を通じて、市内の子育て中

の生活困窮世帯、子ども食堂などに配られました。

　みんなで集まる活動ができない中、こうして社

会貢献活動に取り組むことで、仲間との絆が孤独

感を解消し、生きがいづくりにつながる、有意義

な活動となっています。

（会長　田代 武満）

東京オリンピック 
おもてなしの「社会奉仕の日」

静岡県  御殿場市老人クラブ連合会　●48クラブ　●会員数 4,269名

集まった食料品の贈呈式（令和 2 年）

道路沿いの美化活動 
（大沢いきいきクラブ）
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多様な見守り活動

　三勲学区は交通の要所で人の往来が多い地域で

す。区内には、保育園や小・中学校、高校など

11 の教育機関があり、登下校時は相当な混雑ぶ

りです。こうしたことから、学区老連では、見守

りや防犯活動に力を入れています。「地域協働学

校運営協議会」「防犯協議会」「交通安全対策協議

会」など、地域の安全安心を守る組織を通じて学

校や町内会など地域組織のメンバーも親しくな

り、声をかけると集まる体制ができています。

●子どもの見守り活動　平成 23 年から実施して

おり、学校が指定する 16 か所の通学路に、毎朝（7

時 15 分頃〜 8 時 30 分）立っています。一人で

も子どもたちが巻き込まれる事故や犯罪がなくな

ることを願って、毎日声かけをしています。

●自主防犯パトロール　人や車の通り抜けなども

多いことから、青色回転灯自動車を運転して、毎

週木曜日の夕方（18 時 30 分〜 19 時 30 分）、

スピーカーの呼びかけと合わせて地域を巡回して

います。５台で行っていた時もありますが、夜間

北から南から

の運転に対して警察から指導があり、現在は１台

で行っています。

● 「不審者警戒中」 の看板を作製　岡山中央警察

署の承諾をいただき、犯罪の抑止力を高めるため

に平成 23 年度から少しずつふやして現在、21

か所に設置しています。

　こうした取り組みを通じて、岡山中央警察署か

ら、当該地域の犯罪・交通事故発生件数が減少し

ていると評価していただいています。

清掃活動で蛍が戻った

　他にも、平成 15 年頃から子どもたちの通学路

にある地蔵川（300m）の清掃活動を年に４回行

っています。きっかけは、活動中に聞いた小学生

の「この川は本当に汚いね〜」という一言がきっ

かけとなりました。活動を始めた頃は、地域のみ

なさんもいっしょに取り組み、ゴミ袋は 45 袋に

もなり驚いていました。みんなで活動を続け、

60 年ぶりに蛍の美しい光が乱舞する光景を見る

ことができるようになりました。現在は単位クラ

ブ１つが継続して取り組んでいます。

（会長　古好 秀男）

見守り、 防犯活動で 
地域の安全、 安心を支える

岡山市中区  三
さん

勲
くん

学区老人クラブ連合会　●8クラブ　●会員数 360名

子どもの見守り活動

看板を作製、 設置
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　老人クラブの運営で基礎となるのは、日々の活動記録や適切な会計処理と記録の保存で

す。「老人クラブ活動日誌」と「老人クラブ会計簿」は、誰でも簡単に記入できる年度版

の活動教材です。

　多くのクラブが、コロナ禍で思うように取り組めない状況が続いていると思いますが、

こうした時も、記録を残して今後の活動に役立てましょう。

　市区町村老連においては、新設クラブへの紹介をはじめ後継リーダーへの引継ぎなどに

ご活用ください。

●老人クラブ活動日誌　A4 判、120 ページ程度、定価 700 円 （税込）
　日々の活動記録を記入するページを充実させています。また、
関連資料を掲載しているので、活動の記録をつけながら老人クラ
ブの役割や活動について確認することもできます。

〈主な内容〉
年度計画表、月間予定表、会員出席記録、活動記録、関連資料（老
人クラブ運営指針、クラブ活動の全体像等）

●老人クラブ会計簿　A4 判、 50 ページ程度、 定価 400 円 （税込）
　クラブの会計は、補助金や会員からの会費を預かる大切なもの
です。適切に処理を行い、関係書類を保存していくことが必要です。
この「会計簿」は、老人クラブ専用に作っているので、初めて会
計を担当する人でも使いやすいようになっています。

〈主な内容〉
会費徴収帳、金銭出納帳、予算書、決算書、証書添付欄

【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、事前の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。

販売：全国社会福祉協議会

令和4年度版
「老人クラブ活動日誌」 「会計簿」の

ご案内
〜活動の記録はクラブの財産です。
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　門司区老連は、令和 3 年 7 月 11 日、関門

海峡を望む球場で、ソフトボールを通して健

康長寿・友愛・奉仕と会員増強を目的とした

「第１回門司シルバースポーツ大会」を開催

しました。市内でソフトボールを愛好してい

る高齢者主体のチームにも声をかけ、4 チー

ムが参加しました。

　当日は、92 歳の選手の功労者表彰と始球

式で始まり、高齢者とは思えない好プレーに、

女性選手も昔を思い出し一生懸命にプレー

し、笑いと感動を添えて交流を深めました。

天候、ケガ、新型コロナウイルス感染対策等

のリスクを考慮しての開催でしたが、真剣に

試合に臨んでいる姿はすがすがしく感じまし

た。最後に全員で会場周辺の清掃活動を行い

終了。みなさんのご協力に感謝でした。「ぜひ、

来年も参加したい」、「やっぱりスポーツはい

いね」等のご意見をいただき、来年はもっと

良い企画にしたいと思っています。

（シニア門司クラブ　篠原俊樹）

みんなのひろば

ソフトボールを通じて、 
健康・友愛・奉仕活動

北九州市門司区老連

9月21日～30日は、秋の全国交通安全運動が実施されます。

交通ルールを守って事故を防ぎましょう！
内閣府

歩行者が横断中の交通事故が多発しています。交差点では信号を守り、横断歩道でも歩行車両がないこ

とを確認してから渡りましょう。また、秋になると、日没時間が早まり夕暮れ時や夜間の交通事故が多発

する傾向にあります。歩行者は車から身を守るために反射材を身につけ、自動車や自転車は、早めのライ

ト点灯を心がけましょう。

　調べてみよう！

ご存知ですか ?　# 8 0 8 0　安全運転相談ダイヤル
運転に不安を感じている高齢ドライバーや家族からの電話相談窓口

　警察庁が全国統一の専用ダイヤルを設置 （2019 年）。相談者がいる地域を管轄する都道府県警
の窓口に自動でつながる仕組みになっています。 ＊受付時間は原則平日。通話料は利用者負担となります

🔍  検索

全員で清掃活動

警視庁　高齢者の死亡事故事例と交通事故防止アドバイス ➡
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昨年、本誌 5月号で紹介した鳥取
県倉吉市小鴨シニアクラブ協議会

から、一年の取り組みをまとめた本が届きました。
題名は「コロナに負けない新時代～ハガキ出し運動
爆走中」。公民館での活動紹介をきっかけに県立図
書館での展示会、さらに地元新聞、全国紙、NHK

総合テレビ、東京のラジオ番組…と次々 に紹介され
ました。会長の北村隆雄さんは、「ハガキっておもし
ろい」「歩けば健康」「誰かを元気づけられれば私も
Happy」というみんなの思いが、活動を全国にまで
広げていったと言います。3月には日本郵便の地元
地区連から感謝状をいただいたそうです。� （敦）

編集後記

●令和3年 9月10日発行（毎月1回10日発行）第491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


