
リサイクル資源を
大切に！
栃木県  壬

み

生
ぶ

町　 
あけぼの福寿会

ペットボトルの回収に取り組んで 10 年、昨年回収し
た本数は 115,000 本になります。当初、活動資金の確
保が主な目的でしたが、市の報奨金の値下げが続くな
か、現在は、「資源を無駄にしないこと」を第一の目
的に活動しています。近隣にあるリサイクル工場の見学
にも行き、地域の方 （々230 世帯） には、回覧板で回
収の目的を伝えて協力を呼びかけています。

回収方法は、市の許可を得て、週 1 回、地域のゴミ
ステーションに資源ゴミとして出された物や公民館に
設置した回収ボックスから集めて、クラブの倉庫で保管
しています。その後、会員が定期的に集まりボトルを
つぶして 150 本ずつにまとめ、月に 1 回、市に回収を
お願いして取りに来てもらいます（フタは社会福祉協議
会に届ける）。コロナ禍で回収数は増え、特に家庭用
の大きなサイズのペットボトルが多くなっています。

各地の活動
から
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　この取り組みは、区が 2025 年を目途に進めて

いる、住民同士による支え合い（清田区生活支援

体制整備事業）につながるものとして大きく取り

上げられました。その結果、会員のモチベーショ

ンの向上や加入促進、さらには区民の老人クラブ

活動に対する理解を深めることにも貢献しました。

■�楽しい町づくりをめざして、�
三世代ふれあいの日
福井県越前市  堀川いきいきシニアクラブ

　住民が気軽に集える場を作ろうと、会員が自主

運営で「ふれあいカフェ」をオープンしています。

毎月第 3 土曜日 10 時から 12 時までの 2 時間、

地域のふれあい会館に高齢者を中心に毎回 20 名

程度が来店し、お茶を飲みながら、会館から見え

る四季折々の景色やおしゃべりを楽しんでいま

す。からだが弱くてカフェに来られない方々にも

楽しいひと時を届けようと、女性会員を中心とし

た「エプロン隊」が見守りを兼ねて自宅を訪問し、

話し相手となっています。

　毎月第 4 日曜日は「三世代ふれあいの日」とし

て、三世代交流「堀川いきいきふれあいの集い」

を行っています。参加者は 30 ～ 40 名程度。大

人のみ参加費として材料費の実費をいただいてい

ます。会長をはじめとする女性 5 名が主に世話役

特集

クラブ活動で地域を豊かに
2021活動賞報告

　全老連では、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

なる活動に取り組んでいる団体に対して、「活動

賞」を贈呈しています。今年度は 47 都道府県・

指定都市老連から 140 団体 （単位クラブが 104 団

体、地区老連 18 団体、市区町村老連 18 団体） が

受賞しました。

　これから 3 号にわたり受賞団体の活動を紹介し

ていきます。1 回目は、地域との関わりが深い活

動を紹介します。

＊ 「表紙」 「北から南から」 の活動も受賞団体の取り組みです。

■�住民による支え合いのモデルとなった
生活支援活動
札幌市清田区  美里友の会

　会員の暮らしの中の困りごとを支えようと、平

成 31 年 4 月、会長以下 3 名で「美里友の会生活

支援隊」を発足し、地区連合町内会や地区社協と

も連携、協力して、会員を対象に「高齢者生活支

援サービス」を実施しています。

　活動は、免許を返上したひとり暮らし世帯や高

齢者世帯の買い物支援と通院支援と困りごとや悩

み事の解消です。活動例：庭木の伐採と処分、雨
う

水
すい

桝
ます

の修理、野生のキタキツネの侵入防護ネット

の設置等（経費は依頼者が負担）

これより通院支援「いざ出発！」 三世代ふれあい交流（花壇づくり） を終えて
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となり、婦人会や子ども会にチラシを配布して参

加者を募っています。プログラムは、季節の行事

を取り入れた流しそうめんやそば打ち、クリスマ

ス会、紙芝居や手遊び、ピザ作りや自分の好みの

コーヒーカップを作るポーセラーツなど、多彩な

内容を企画しています。

　取り組みを通じて、世代を超えて声をかけ合う

ことが増え、楽しく安全に暮らせるまちになった

と感じています。また、ジュニア、ミドル、シニ

ア世代が一堂に集い、交流を図ることで、いろん

な世代の人たちに、老人クラブ活動への理解を深

めることができました。

■�災害時の地域の備え�
—井戸の台帳とマップづくり
静岡県さわやかクラブふじえだ連合会  

ふじみ台寿会

　将来発生すると言われる南海トラフ地震等で

は、ライフラインの寸断に備えてみんなで使うこ

とのできる水（生活水、飲料水）の確保が課題です。

そこで、自治会、自主防災会、近隣のシニアクラブ、

児童民生委員等に協力を依頼して、災害時に活用

可能な井戸のマップを作ることに取り組みました。

　まず、町内の井戸の有無が不明だったので、自

治会等に協力を依頼して使用可能な井戸のアンケ

ートを実施しました。結果、8 戸で利用しているこ

とが判明し、水について詳しい会長を中心に、役

員が踏査して利用可能性を調査しました。全て生

活用水として利用可能ですが、揚水ポンプの停電

時対応が必要なことが分かり、市役所にお願いして

発電機設置の助成をしてもらうことができました。

　所有者からは災害時に協力していただく了解を

得ることができたので、こうして得た情報をまと

めて台帳とマップを作成し、自治会、町内会、自

主防災会へ配布しました。さらに、住民説明会や

ふれあいサロンの参加者、クラブ会員等を対象に

した説明会を開催すること４回、延べ 300 名超

の参加がありました。

　災害時への備えと、地域における助け合い意識

の醸成に向けて、有意義な取り組みとなりました。

■�子どももいっしょにお遍路さんへのお接待
〜地域文化の継承
香川県三豊市  辻若松会

　四国では、お遍路さんをもてなすお接待は、当

たり前のこととして根付いています。当地には第

67 番札所大興寺があり、平成 17 年から会員の提

案により、うどんの接待を行っています。

　お接待は、4 月第一日曜日。毎年250～300人

のお遍路さんが参られます。うどんとおにぎりの

材料の調達から用具の準備、会場の設営など、地

区の公民館や婦人会の方々と手分けして行い、当

日の接待は子ども会と保護者に手伝ってもらって

います。他団体の協力を受けて地域のつながりも

広がり、子ども会を巻き込むことによって、若い

保護者と次世代を担う子どもたちに、お接待の文

化を体験してもらい、継承につなげたいと考えて

います。

コロナ禍で今年の開催は中止となりました。色分けした地盤図と報告書
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北海道遠軽町 学田老人クラブ
北海道 滝川市老人クラブ連合会
北海道 東神楽町老人クラブ連合会
北海道 幕別町老人クラブ連合会
札幌市白石区 川下老人クラブ
札幌市清田区 美里友の会
札幌市手稲区 稲穂豊友クラブ
青森県青森市 大野元気シニアクラブ
青森県 藤崎町老人クラブ連合会
岩手県普代村 旭日区松寿会
岩手県奥州市 田谷和み会
秋田県にかほ市 汐見町老人クラブ
秋田県にかほ市 院内福寿会
山形県寒河江市 幸生さわやかクラブ 65
山形県最上町 若宮喜楽会
茨城県ひたちなか市 佐和むつみ会
茨城県利根町 利根布川台クラブ
栃木県那須烏山市 興野いきいきクラブ
栃木県宇都宮市 団地きらく会
栃木県下野市 泉町クラブ
栃木県壬生町 あけぼの福寿会
群馬県安中市 松井田支部  仲町寿クラブ
群馬県安中市 原市支部  原市高砂会
群馬県 草津町老人クラブ連合会
群馬県高崎市 北地区  末広町第 3 長寿会
東京都品川区 白扇会
東京都杉並区 高南宝扇会
東京都板橋区 高一寿会
東京都 檜原村高齢者クラブ連合会
神奈川県藤沢市 片瀬地区老人クラブ連合会
横浜市港南区 つつじヶ丘和楽会
横浜市保土ヶ谷区 富士見会
横浜市かがやきクラブ旭 旭地区老人クラブ連合会
横浜市 瀬谷区シニアクラブ連合会
新潟県三条市 直江町和寿会
新潟市南区 第一長生会
富山県富山市 永久町親交長寿会
富山県富山市 細入地域長寿会
富山県富山市 星井町地区長寿会連合会
富山県滑川市 追分福寿会
福井県越前市 堀川いきいきシニアクラブ
長野県上田市 つくし寿会
長野県安曇野市 中萱長寿会
長野県長野市 南屋島長寿会
長野県伊那市 下小沢あかりの会
岐阜県岐阜市 阿弥陀寺ひるがお会
岐阜県大垣市 桧第 1 ニコニコ会
岐阜県中津川市 付知地区 10 区老人クラブ
岐阜県恵那市 壮健東雲連合会
静岡県 御殿場市老人クラブ連合会
静岡県御殿場市 大坂老人クラブ
静岡県藤枝市 ふじみ台寿会
静岡県掛川市 下北福寿会
愛知県豊田市 末野原地区高齢者クラブ連合会  鴛鴨中部学園
愛知県春日井市 町屋友の会
愛知県あま市 花長寿会
愛知県岡崎市 八北ふれあいクラブ
名古屋市港区 西部脈の会
名古屋市南区 笠寺学区老人クラブ連合会
名古屋市守山区 芙蓉会
三重県名張市 桔梗が丘南さわやかクラブ
三重県明和町 有爾中さくら会
京都府舞鶴市 東引土友愛クラブ
大阪府池田市 新町三寿会
大阪府阪南市 シニアクラブ桃の木台
大阪府 八尾市高齢クラブ連合会
大阪府 四條畷市老人クラブ連合会
大阪市阿倍野区 丸山丸寿会
大阪市住吉区 清水丘二西シニアクラブ
大阪市住之江区 二北リング

大阪市 西区老人クラブ連合会
兵庫県明石市 喜楽会
兵庫県豊岡市 豊岡高年クラブ連合会
兵庫県養父市 堀畑老人クラブ
兵庫県宝塚市 清荒神宝清会
神戸市垂水区 道親会
神戸市垂水区 桃山台クラブ
奈良県大和郡山市 東和苑睦会
奈良県生駒市 ひかりが丘ふれあいクラブ
奈良県葛城市寿連合会 疋田第 4 支部
奈良県 河合町老人クラブ連合会
鳥取県倉吉市 小鴨シニアクラブ協議会
鳥取県岩美町 岩美駅前長寿会老人クラブ
鳥取県伯耆町 荘あすなろ会
鳥取県北栄町 北栄町北条島さわやかクラブ
島根県松江市 城西地区高齢者クラブ連合会
島根県雲南市 北町北寿会
島根県大田市 久利町寿会
島根県益田市 高町高翔会
岡山県浅口市 八重老人クラブ山冨貴会
岡山県備前市 東鶴山老人クラブ鶴寿会
岡山県赤磐市 桜イキイキクラブ
岡山県 鏡野町老人クラブ連合会
岡山市南区 福島下町輝福会
岡山市中区 三勲学区老人クラブ連合会
岡山市南区 曽根学区老人クラブ連合会
広島県福山市 明王台学区老人クラブ
広島市佐伯区 春秋クラブ
山口県山口市 仁保第七長寿会
山口県萩市 新生会
山口県下関市 後田第一長寿会
山口県 下関市老人クラブ連合会菊川支部
徳島県徳島市 竜王友愛クラブ
徳島県勝浦町 中山老人クラブ
徳島県松茂町 広島クラブ
徳島県東みよし町 足代長寿会
香川県丸亀市 飯山南地区老人クラブ連合会
香川県三豊市 辻若松会
香川県坂出市 林田老人クラブ連合会
高知県いの町 清水第一老人クラブ
高知県 梼原町老人クラブ連合会
福岡県篠栗町 新町区シニアクラブ松寿会
福岡県久留米市 御井校区老人クラブ連合会
福岡県宮若市 金生若生会
福岡県行橋市 稗田校区老人クラブ連合会
北九州市門司区 古城第二老人クラブ
北九州市八幡東区 枝光 3 地区第 10 年長者クラブ
北九州市八幡西区 中尾第二新緑会
北九州市戸畑区 大谷第一寿会第四クラブ
福岡市博多区 青木長寿会
福岡市中央区 福寿会
福岡市城南区 七隈南町長寿会
佐賀県佐賀市 勧興校区老人クラブ連合会
長崎県大村市 乾馬場長寿会
長崎県長与町 琴寿会
長崎県長与町 下高田会
長崎県大村市 老人クラブ桜田会
熊本県天草市 牛の首スマートクラブ
熊本県高森町 昭和会
熊本県菊陽町 新山白鈴クラブ
熊本県荒尾市 西原老人クラブ
大分県大分市 高城台老人クラブ  幸寿会
大分県日田市 月出町老人クラブ
大分県 竹田市老人クラブ連合会
大分県日出町 北大神老人クラブ
鹿児島県鹿児島市 西陵千寿会
鹿児島県鹿児島市 甲突町なが生き会
鹿児島県いちき串木野市 冠岳長寿会
鹿児島県 出水市老人クラブ連合会  野田総支部
沖縄県糸満市 兼城ハイツ老人クラブ

2021年 ｢活動賞｣ 受賞団体
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定例活動は週 4 回、 
会員の交流機会を増やす

　事業を拡大して 7 年目になります。この間、活

動を通じた会員の交流、世代を超えた地域の交流

を通じて、仲間づくりに取り組んでいます。

　定例で行っている活動は四つ、会員の多くがい

ずれかの活動に参加しています。中にはすべての

活動に参加している人もいます。

①いきいきサロン（毎週木曜日 10 時 ~14 時）

「いきいき百歳体操」を行った後、会場にある輪

投げ、麻雀、囲碁、オセロなどのゲームやウォー

キングマシンやトランポリンを使って楽しむ人、

編み物や小物づくりに取り組むなど、参加した人

が声をかけ合ってそれぞれに交流しています。

②グラウンド・ゴルフ（毎週月、火、木曜日）　

③カラオケ（毎週金曜日）　④ペタンク（第 2、4

火曜日）。

　コロナ禍でサロンとカラオケは 2 年間中止を余

儀なくされていますが、野外のスポーツ系と毎月

20 日の町内会の集会所と公園の清掃活動は感染

対策を守って活動しています。

北から南から

地域との交流機会を増やす

　町内会と連係した行事も増えました。（コロナ

禍前の行事）

　5 月バーベキュー交流会　7 月七夕、ソーメン

流し　8 月盆踊り大会　9 月月見会、10 月秋祭

り－子ども神輿巡行　12 月もちつき大会。他に

も、公民館まつりやどんど祭り、体育祭、河川清

掃など、学区連合会の事業にもクラブの役員や有

志が参加して運営に協力しています。また、町内

会、おやじの会、こども育成会と連携し、主体団

体として「地域の絆と支え合い」のまちづくりに

も参画。地域貢献度を高く評価され、町内会から

活動支援金を毎年いただいています。

　活動を通して町内の知り合いが増え、挨拶や会

話をする機会が多くなりました。まち全体の絆が

深まり、防犯、防災の気づかいや仲間意識が向上

したと感じています。さらに、クラブの認知度、

存在価値も高まり、若手会員も増えました。令和

2 年度までの 5 年間の取り組み結果は、新規入会

者が 22 名と地道に成果を上げています。コロナ

が収束したら、まず、定例活動を復活させ、閉じ

こもっている方々を誘って、会員を増やすことが

先決です。令和 4 年秋祭りの開催を願います！

（会長　兼光 繁宏）

交流を通じて 
支え合いの仲間づくり

広島市佐伯区��春秋クラブ　●会員数 64名

好きなことを選んで活動

地域の仲間と山車をひく（令和元年度）



いちょうだより

月刊『全老連』

6

2021. 10

●第 33 回「全国健康福祉祭ぎふ大会」 中止
　ねんりんピック岐阜大会は、当初は令和 2 年度に開催される予定でした

が、新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和 2 年 6 月に 1 年延期

が決定されました。しかし、新型コロナウイルスによる感染症は、令和

3 年度に入り収束するどころか夏の感染爆発により、残念ながら 9 月に

中止が決定され「ねんりんピック岐阜大会」は幻となりました。

●思い描いた地域文化伝承館でのおもてなし
　岐阜県老連では、令和 3 年 10 月 30 日（土）から 4 日間にわたる「第 30 回地域文化伝承館」

の運営に向け、岐阜県の独自性を発揮すべく、開催を信じて県下

の老人クラブが一丸となり取り組んで来ました。

　その一つが「来場者をもてなし飽きさせない運営」です。会場

入り口では女性部が手作りした「キューブ型ストラップ」、「美濃

和紙でつくった花のブローチ」のいずれかを来場記念としてお渡

しし、飛騨薬草茶で喉を潤していただきます。美濃菊 40 鉢を飾った会場では県内から参加し

た出演 29 団体と出展 14 団体の取り組みの成果を観ていただく予定でしたが、実に残念な結

果となりました。

●晴れ舞台を夢見て、 コロナ禍でも練習
　コロナ禍で多くの制限を受けながらも練習を重ねてきた出演団

体のみなさんの落胆ぶりは大きく、「来年の県老人クラブ芸能大

会で是非披露して下さい」と声を掛けることしかできませんでし

た。また、出展団体の中には、地域の伝統工芸を発信できる好機

と捉え準備を進めてきた団体もあり、掛ける言葉がありませんでした。

　この状況の中、 私たち事務局にとっての救いは、 「2 年にわたって晴れの舞台を夢見てこられ

たことは生き甲斐となり、仲間との良い想い出になった」 という会員の言葉が聞けたことです。

　今後は、国産ワクチンや治療薬の開発により、憎いコロナに打ち勝ち、一刻も早く通常のク

ラブ活動ができることを祈るばかりです。そして、来年のねんりんピック神奈川大会の成功を

祈念しております。

　なお、来場記念に用意した手作り品は、県を通じて参加予定であった全国のねんりんピック

選手のみなさま約 1 万人にお配りすることになりました。

岐阜県老人クラブ連合会事務局

幻となった 「ねんりんピック岐阜 2021」

  全国の仲間の来場を思い、 
一丸となって準備

岐阜市ブルースカイ合唱団 
（音楽劇練習中）
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令和 3 年度
老人クラブリーダーブロック研修会 中止

～開催に代えて活動事例集作成

令和3年度
都道府県・指定都市老連合同会議を 

リモートで開催

都道府県や市区町村老連のリーダーを対象に開催している「老人クラブリ

ーダーブロック研修会」は、昭和 42 年度に始まり、現在全国７ブロックで

開催されています。毎年約 2,000 名が参加し、活動発表や情報・意見交換を

通じて相互に学び合う場は、貴重な機会となっています。

昨年は、新型コロナウイルスの全国的な感染拡大により中止し、今年度は、

各ブロックにおいて開催に向けて準備を進めていました。しかし、最終的

に感染状況や参加者の安全を考慮し、すべてのブロックで開催中止の判断

となりました。

そこで、発表を予定していた 35 団体の活動事例をまとめ、事例集を作

成しました。事例集は、全国老人クラブ連合会のホームページ（「活動資料」

コーナー） で、 見ることができます。全国の仲間の活動をぜひご覧ください。

緊急事態宣言が続いていた 9 月 13 日、全老連

は「令和 3 年度都道府県・指定都市老連常務理事・

事務局長及び活動推進等職員合同会議」をリモー

トで開催しました。出席者は 113 名（常務・事

務局長 62 名、活動推進員等 51 名）

会議では、厚生労働省老健局認知症施策・地域

介護推進課課長補佐川部勝一氏による行政説明の

後、全老連より「令和 3 年度事業の進捗状況につ

いて」 および 「令和 4 年度全老連創立 60 周年記

念事業」について報告しました。続いて青森県老

人クラブ連合会常務理事・事務局長五戸秀樹氏

より県老連の取り組みについて事例発表を行いま

した。
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地域文化伝承館の手作りの記念品
を送っていただきました。ねんりんピ

ックは中止となりましたが、カラフルで可愛いストラ
ップに美濃和紙の風合いがとても素敵な花のブロ
ーチが、選手の方々の思い出となって残ると思いま
した。� （敦）

編 集 後 記
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