
「ちょっと 
ボランティア」
で暮らしの 
支え合い
神戸市垂水区 
道親会

坂道や階段の多い私たちの地域では、高齢化が進み生
活環境が厳しくなってきている中で、住み慣れた地域で安
心して暮らし続けることが何よりも大切であり、ひとり暮ら
し高齢者にとってゴミ出しは大きな困りごとです。自治会
が 6 年前から「住民同士の支え合い、ちょっとボランティア」
活動を行っていましたが、役員は現役世代が多く、交代時
期も短いため継続して活動できないことが課題でした。こ
うした中、3年前クラブの後継者問題から、自治会長が老
人クラブ会長を兼務することになったことを契機に、継続
して活動できる老人クラブの会員からボランティアを募集し
たところ、会員の１割を超える方々が協力してくれることに
なり、現在 22 名が支援推進員になっています。活動は、
ゴミ出しや買い物代行の他、資源ゴミの対応や庭木の伐採
等を行っています。このほか、病院への付き添いやひとり
暮らしの方の安否確認を兼ねておかずを作って届けたりし
ています。これからも支援推進員を増やし安心安全な暮ら
しができる地域づくりに励んでいきます。
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も心配になり、昨年度は 2 回、各クラブの班長が

安否確認を兼ねて会員 900 余人にお米 （1kg） を

届けました。さらに、人との交流が少なくなるな

か、困りごとを抱え込まないように、社会福祉協

議会と連携して、相談窓口（社協連絡先）を掲載

した「困りごとなんでも相談」マグネットカード

を会員世帯に届けました。相談内容は生活に関す

る内容が多く、解決につながっています。

■�買い物支援とおしゃべりコーナー
愛知県岡崎市　八

はち

北
きた

ふれあいクラブ

　買い物に不自由を感じている高齢者が多かった

ことから、以前はスーパーへの送迎や、町内の商

店に支援をいただき移動販売を行っていました。

しかし、安全面の問題から中止し、歩いて行ける

場所に買い物ができる拠点を作ろうと、10 年前

から月２回、屋根付きの駐車場スペースを借りて

「ふれあい朝市」を開催してきました。農家のみ

なさんや商店の協力をいただき、新鮮野菜やエ

プロンバッグ等の手作り品の販売、フリーマーケ

ットも行ってい

ます。

特集

友愛活動で同世代の仲間を支えよう
〜2021活動賞報告〜

　活動賞の報告３回目（最終回）は、「支え合い（友

愛） 活動」 です。

　コロナ禍で、活動機会が少なくなるなか、仲間

を気づかい感染対策を行いながら友愛活動が取り

組まれています。本号では活動賞受賞団体のなか

から、 「友愛活動 （支え合い）」 の取り組みを紹介し

ます。

＊表紙、「北から南から」も活動賞受賞団体の取り組みです。

■�一人暮らし高齢者の見守りと�
相談窓口ＰＲ
群馬県草津町老人クラブ連合会

　町老連ではこれまで単位クラブの班長等による

会員の見守りを行っていましたが、令和元年から

「一人暮らし高齢者の見守り活動」を強化するた

めに、会員の担い手を募り、一対一の見守り活動

を始めました。活動の基本は、灯りの確認や郵便

物がたまっているかどうか等を目視で確認するこ

とです。気心の知れている方には訪問しているケ

ースもあります。路上での声かけも大事な見守り

につながっています。活動を続けているなかでは、

緊急時に遭遇し、救急車を呼んで命を救った会員

もいます。

●会員の安否確認と相談窓口のＰＲ

　一方、クラブ活動の中止が続くなか会員の状況

マグネットカード 朝市に集う高齢者

ホームページQR

0279-88-1050草津町老人クラブ連合会
事務局

「困ったなぁ…。」
と思ったら

相談日時：月曜日から金曜日 ※午前9時から午後5時まで
（土日祝日・12/29～1/3を除く）

お気軽にお電話ください

どんなことでも、困ったことがあったら電話して下さい。みんなで助け合うのが草津町老人クラブです。

【ホームページ】http://www.kusatsu-shakyo.com
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特集　2021活動賞報告

●集いの場と 「ふれあい講座」

　朝市の会場には「おしゃべりコーナー」を設け

て、来場した人が集える場も作り、さらに「健康

講座」「教養講座」「手芸講座」も開催しています。

講師は、女性部役員、地域包括支援センター、整

骨院の先生、市の出前講座等をお願いすることも

あります。

　買い物支援にとどまらず、多様な活動を展開し、

複合的なメリットを創造する「ふれあい活動」に

つながっています。こうした活動を通じて安心し

て住める地域づくりに貢献しています。

■�「リサイクルゴミ」�の回収支援
京都府舞鶴市　東

ひがし

引
ひき

土
つち

友愛クラブ

　リサイクルができる分別ゴミの回収に取り組ん

で 10 年、会員が手分けして各家庭の玄関先まで

訪問して回収作業を行っています。きっかけは、

町内の高齢者から「分別ゴミの回収場所まで運ぶ

のがつらい」という声が寄せられたこと。以来、

会員約 20 名が軽トラック３台で手分けして、毎

月1回、全戸の回収を行っています。

　集めた分別ゴミは、回収に向けて雑誌や新聞紙、

段ボール、空き缶などに分類して、自治会館横の

コンテナに積み込みます。後日、業者が運んでく

れます。

●ゴミ回収が安否確認

　分別ゴミ回収に一人暮らしの高齢者宅を毎月訪

問することで、安否確認にもつながっています。

全戸の回収をすることで、クラブへの理解も高ま

り、加入率が 50％近くになるなど、会員増強に

もつながりました。

　今では「友愛クラブだより」を毎月発行して、

老人クラブの活動の様子を会員以外の方にも届

け、地区全体の高齢者の絆も深まっています。

■�黄色の見守り旗とホームサロン
兵庫県養

や

父
ぶ

市　堀畑老人クラブ

「しあわせの黄色い旗」は、高齢者の孤独死を皆

無にする取り組みとして平成 16 年に始まり、現

在は、高齢独居世帯と賛同する世帯 50 戸が旗の

掲示を行っています。この旗を毎朝確認するのが、

会員をはじめ民生委員や福祉連絡会の委員（社協

組織）などによる「見守り隊」（50 名）です。ホ

ームサロン「やぶー」は、独居者を中心とした高

齢者の「憩いの場所」として駅前の旧店舗を会場

に、平成 24 年から毎月 （1 回） 開催、コロナ前は

毎回 40 名の参加があり、安否確認を補完する取

り組みになっています。

●緊急時の対応を確認して事故を防ぐ

　旗が揚げられていなかった時に備えて、連絡先

の一覧を作成したり、緊急時の消防や警察への連

絡等について確認しています。これまで二つの活

動を通じて命が救われた人も2名おり、区民に 「共

助、 共生」 の意識が深まっていると思われます。

これからもこの黄色い旗で一人でも救われる命が

あればと願っているところです。

玄関に掲げられている黄色い旗リサイクル仕分け作業中
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困りごとをいっしょに解決

　会員同士で困りごとをお手伝いして解決する

「たすけあい隊」を発足して６年になります。活

動の特徴は、「原則として依頼者もいっしょに活

動する」こと。困りごとの解決だけでなく、いっ

しょに作業をしながら、会話を通じて人と人との

絆が深まり、他の活動への参加につながり、介護

予防や健康寿命を延ばす波及効果を重要視してい

ます。

●高齢化で増える家具の移動
　これまで活動で最も多かった支援内容は、網戸

の張り替え、庭の草取りと枝切りでしたが、最近

は、寝室の移動にともない２階から１階に家具を

移動したり、廃棄による外出しなど、家具の移動

が増えています。こうしたことは、高齢化に伴い、

今後も増える傾向にあると思います。

●運営会議で方針を検討
　活動は、事務局を置き、支援依頼があれば事務

局長がコーディネーター （3 名） と班長 （3 名） に

連絡。事前に依頼者のお宅を訪問 （必ず 2 名以上） 

して内容を確認した後、支援者を選定。支援者は

北から南から

依頼者といっしょに作業し、終了後は完了報告を

提出します。

　また、月に１回「運営会議」を開催しています。

支援内容や反省点などを報告し、会員からの情報

や自治会、民生委員との意見交換会により情報を

得て、今後の方針を検討しています。

　現在、支援者は 25 名。1 年ごとに更新します。

募集は、毎月発行している会報で活動情報を紹介

しながら行っています。

活動でみんなの元気を支え合おう！

　コロナ禍の中でさまざまな地域活動が制限さ

れ、「たすけあい隊」への依頼も減少しています。

しかし、少しでも会員のみなさまの不安を解消す

るため、状況に応じて「できること、できないこ

と」を見極めながら支援を続けていきたいと考え

ています。

　また、第６波に備え、まだまだ油断のできない

状況ですが、感染防止対策をしながら取り組んで

いる、毎日のラジオ体操、グループ活動等を通じ

て、みんなが元気を取り戻していくよう支え合っ

ていきたいと思います。

（会長　池田  一弥）

依頼者と共に取り組む 
「たすけあい隊」

三重県名
な

張
ばり

市��桔梗が丘南さわやかクラブ　●会員数 118名

家具の移動 家具の廃棄作業 網戸の張り替え
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キャッチフレーズは「お  た  す  け」

　お−お困りのこと

　た−助けてほしいこと

　す−スパッと解決

　け−経費は無料

をキャッチフレーズに、平成 29 年から会員同士

が自分たちのできる範囲で創意工夫しながら支え

合う「おたすけ隊」に取り組んでいます。

　活動内容は、（主な作業例－ 1 時間以内の作業）

蛍光灯、電球の交換、ちょっとした家具の移動、

粗大ゴミ出し、各種相談（品物購入、各種申請紹

介 * 等）他。困りごとがあれば、まずは相談いた

だくよう呼び掛けています。

＊�「各種申請紹介等」では、介護認定を受けるもの
か悩みの相談を受け、役場窓口に同行して調整し
たり、入院患者の配達住所の変更届けを郵便局に
提出したりするなどしています。

　活動は役員（６名）が常設メンバーとなって対

応 し て い ま

す。基本的に

事務局長が窓

口となって相

談 に の っ た

り、依頼内容

を確認して担

当者を決めて

います。内容

によって、会

員や地域の方

にも手伝って

もらうことも

北から南から

ありますが、手に負えない案件はお断りしてい

ます。

　活動件数は年間 20 件程度でしたが、コロナ禍

ということもあり、依頼が減少しています。緊急

事態宣言期間中は活動中止しましたが、感染防止

の観点から、屋外の作業を中心に、マスク、消毒、

検温、三密防止等を徹底して作業をしています。

　活動のＰＲは、総会時（年1回）にチラシを全

員に配布したり、毎月発行している広報紙に活動

事例とともに「ご依頼があれば事務局まで～」と

周知しています。

クラブの存在意義を高め 5% 以上の加入増

「おたすけ隊」の活動は、会員の暮らしの支えと

なっており、地域においても老人クラブの存在意

義が高まっています。また、クラブでは、体操会

（月 2 回）、カラオケ（月 1 回）、グラウンド・ゴ

ルフ（週 2 回）、名作映画鑑賞（月 1 回）などに

も取り組んでおり、こうした活動を通じて、私た

ちのクラブでは、5 年間、毎年 5％以上の会員増

を達成しています。

（会長　安部  明）

暮らしのお困りごと、  
ご相談ください

福岡県篠
ささ

栗
ぐり

町
まち

��新町区シニアクラブ連合会松
しょう

寿
じゅ

会　●会員数 44名

会員に配布したチラシ

粗大ゴミ出しの運搬
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　都道府県老連のホームページや会報に、ク

ラブや連合会の行事報告や「新しい生活様式」

で取り組んでいるクラブ活動の紹介が増えて

います。

　本号では、川崎市老連と京都府老連が作成

した活動事例集と大阪府老連が取り組んだ

「手作りマスク」の活動について紹介します。

＊�紹介した内容については、それぞれの老連のホー
ムページに紹介されています。

新型コロナに対応したクラブ活動報告
　～川崎市老連
　昨年作成した「クラブ紹介&クラブ自慢」

の続編として事例集を作成。感染予防に配慮

して、工夫をこらした活動を行っている活動

を紹介しています。内容はニュースポーツ、

体操、友愛活

動、清掃美化

活動、広報活

動など多岐に

広がっていま

す。

　市老連は、こうして仲間の活動をまとめて

紹介することで、活動の再開に悩んでいるク

ラブの会長の方々に参考にしてもらいたいと

考えています。各ページには、会員の元気な

姿がたくさん紹介されており、老人クラブの

ＰＲにつながる一冊になっています。

“ 新しい生活様式 ” で取り組む老人ク
ラブ活動事例集　～京都府老連
　府老連では、「このような時期だからこそ、

仲間同士で声をかけ合い、知恵を出し合い、

つながりを途絶えさせないよう、一緒に頑

張っていこう」と、コ

ロナ禍でも介護予防や

友愛訪問など、地域ぐ

るみで活動を継続して

いる仲間の活動を紹介

した事例集を作成しま

した。

　With（ウィズ）コ

ロナ、これからは「新しい生

活様式」を取り入れ、創意工

夫を凝らした多様な活動がま

すます重要になってくると

呼びかけています。

広げよう！  手作りマスクの輪！
　～大阪府老連
　府老連女性部会は、昨年６月から手作り

マスクの取り組みを通じて、友愛活動の輪

を広げてき

ました。そ

の様子は、

大阪府老連

ホームペー

ジのサイト

で 紹 介 さ

れ、老人ク

ラブ以外の

方々からの

投稿も多く

見受けられ

ます。今年3月、投稿が100件を超えたの

を機に冊子にまとめられました。

コロナ禍のクラブ活動紹介
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「お金が返ってくるので 
ATMに行くように」 という電話は、  
還付金詐欺です。
● 役所などの公的機関や金融機関の職員が、口座のある

銀行名を聞いたり、ATM の操作をするよう連絡する

ことは絶対にありません。

● 新型コロナを口実にした手口も見られます。心当たり

があっても、指示された番号には電話はかけず、役所

の担当部署や下記の相談窓口に電話をしましょう。

不審な電話があったら、すぐに相談！

警察相談専用電話「#9110」　
消費生活ホットライン「188」

防ごう！

消費者被害

　町内のパトロール （隔月開催） を、10 月は

子供会にも呼びかけハロウィーンにちなんで

実施しました。子どもたちは仮装をして参加、

コースには、お菓子を渡す場所を５ヶ所設置

しました。

　参加者は 48 名 （子ども 24 名、 保護者 11

名、 スタッフ 13 名）。密を避け４班に分かれ

て時間をずらしてスタート。先導は会員が担

い、お菓子ポイントでの世話や途中の安全確

認を保護者と連携して行いました。新型コロ

ナウイルスによる制約もあり「火の用心」等

の発声はやめ、拍子木の音だけが近隣に響い

ていました。

　地域の子どもたちをできる範囲で支えるの

は、時間的にも余裕のある高齢者の出番であ

り役割だと考えています。今回、保護者から

は「子どもが喜ぶ行事をやってもらいありが

たい」と言ってもらいました。こうした行事

を継続し、老人クラブの存在を若者を含め地

域に浸透させ、少しでも加入促進につながれ

ばと期待しています。

　　（会長　中嶋祥元）

みんなのひろば

子どもとふれあい元気をもらう！ 
〜ハロウィーンに防犯・防災パトロール

福岡市早良区西新校区老人クラブ連合会

「来年もやりた～い」
と子どもたち。
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●令和 3 年 12月10 日発行（毎月 1 回 10日発行）第494 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

特集ページで紹介した群馬県草
津町社協に寄せられたお困りご

とは、「自宅の襖が重くて開け閉めができない」
「庭の木を切ってもらいたい」「ネット回線を解約
したい」「地区の役員を辞めたい」だったそうです。
コロナ禍でなければ、誰かと話しをしているうち

に解決につながったであろう困りごともあるよう
な気がします。ともあれ解決してよかったです。
ところで、みなさんはお困りごとありませんか？
世界共通の困りごと、新型コロナウイルスの収
束を願って、来年も「新しい生活様式」で頑張
りましょう。 （敦）
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