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私たちのクラブでは、子供育成会、民生児童委員と協力して、
昭和 63 年から「三世代小正月伝承行事」を開催しています。
昨年は、コロナ禍で会場が使えず実施できませんでしたが、

地域で守る
「小正月
伝承行事」
岩手県奥州市 
田谷和み会
た

や なご

今年は、感染対策をはかり１月 9 日の開催に向けて準備して
います。
毎年、ミズキに飾る色とりどりのダンゴは、子供たちといっ
しょに作っていましたが、今年は事前に用意しておき、飾りつ
けだけ行うように計画しています。
また、いっしょに昼食をとり、昔の正月などの話をして、輪
投げやゲームをしていましたが、持ち帰って個々に食べてもら
うことにしました。飾りつけた枝は、最後に小分けにして、そ
れぞれの家に飾ってもらいます。
他にも、大正時代から続く「郷土芸能『田谷神楽』」の伝承
活動を行っています。高齢化により舞手が途絶える寸前となっ
たことから、子供神楽として保育園児に指導を行い次の世代
につなげていきたいと考えています。
Japan Federation of Senior Citizens’ Clubs
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新年挨拶
全国老人クラブ連合会 会長 清家 篤

新年あけましておめでとうございます。
全国の会員のみなさまには、健やかに新年を迎えられたことと存じます。
一昨年からのパンデミックはいまだ収束することなく、世界中でその脅威と闘
っています。今年こそ、人と人とが自由に集いふれあう社会の戻ってくることを
祈っています。
こうした厳しい状況の続く中、私たちの命と暮らしを守ってくださっている医
療や介護・福祉などを担っておられる方々を含め、社会にとってなくてはならな
い仕事に尽力されているエッセンシャルワーカーのみなさまに、心より敬意を表
します。
さまざまな制約を受ける中、老人クラブ活動はもとより社会活動全般に、感染
防止に向けた「新しい生活様式」が定着し、
社会は少しずつ動き始めてきました。
一方で、長びくコロナ禍で、運動不足による体力の低下なども問題となり、中で
も高齢者は要介護につながるとして、
「フレイル（虚弱）予防」の対策は大きな課
題となっています。
日本は現在、世界に類を見ないスピードで高齢化しています。こうした中、市
町村では「地域包括ケアシステム」を構築し、住み慣れた地域で、自分らしい暮
らしを最後まで続けられるよう取り組んでいます。その中で、
「介護予防、生活
支援」においては、地域の関係機関、団体が協働して支える仕組みづくりも進ん
でおり、老人クラブはその担い手として、大きな期待を寄せられています。
今年、全国老人クラブ連合会は創立 60 周年を迎えます。
老人クラブが草創期に取り組んだ生きがい活動は、健康づくり、同世代の支え
合い（友愛活動）
、地域への貢献（奉仕活動）へとその活動を広げてきました。現
在のメインテーマは、
「のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを」です。皆さ
んで「フレイル（虚弱）予防」や「地域支え合い」に向けた活動を、感染対策を講
じつつ、創意工夫を凝らして取り組んでいます。
高齢者の元気な姿と笑顔を増やす。60 周年を迎えるこの機会に、全国の仲間
が連帯して、明るい長寿社会に向けて積極的な発信を行って参りたいと存じます。
新年にあたり、会員のみなさまのご健康と、老人クラブ活動の発展のために、
一層の御活躍を祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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新年にあたって
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長

笹子 宗一郎

全国の老人クラブ会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。
日頃より、厚生労働行政への深いご理解と多大なご協力をいただいております
ことに厚く御礼申し上げます。
昨年は、年明けまもなく新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発出
され、その後、感染者数の増減の波とともに東京オリンピック・パラリンピック
が開催されるなど、激動の一年でありました。そのような中、感染症拡大防止に
配慮しながら、生きがいや健康づくり、地域の支え合い活動の継続にご尽力いた
だいたことに深く敬意を表します。
さて、我が国では、デジタルなど急速に進展する技術を活用しながら、少子高
齢化・人口減少の進行、多様化・複雑化する個々人の価値観や生活様式に対応し
つつ、感染症や自然災害にも強い社会を構築していくことが必要です。厚生労働
省では、こうした環境変化も踏まえ、誰もが生きがいをもって生活できる「地域
づくり」の視点も持ちながら、関係各所とも連携しつつ地域包括ケアシステムの
構築に向けた取り組みを推進しております。
本年は、老人クラブの全国組織である貴会の創立 60 周年という節目の年です。
皆様は、長きにわたり地域社会を支える担い手として、高齢者の集いの場のみな
らず、高齢者や子どもの見守り、生活支援、交通安全、悪徳商法の被害防止、災
害時支援など多くの場面で足跡を残して来られました。これらの取り組みは、
「健
康・友愛・奉仕」の活動理念に基づきながら、高齢者の健康を維持し、人生を豊
かにし、さらには地域の支え合いの輪を広げていくものであり、
「人生 100 年時
代」の明るい地域社会の実現に向けた大変貴重な活動と考えております。
最後になりましたが、老人クラブの活動の一層の充実、会員の皆様のさらなる
ご健勝とご多幸を祈念いたしまして、私からの新年の挨拶とさせていただきます。
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北から南から

土に触れ、友と集い、語らう
— 菜園サロン
横浜市緑区 霧が丘地区老連 ● 3 クラブ ●会員数 261 名

300 坪）あります。作物だけでなく、畑の周囲

「作る喜び」
「実る歓び」
「食べる悦び」で

には花も植えています。運営は、中心になるメン

健康増進

バーを 3 班に分けて行っています。11 月にはみ

霧が丘地区老連は、4 年前から単位クラブが地

んなが集まり、収穫したサツマイモと里芋で、
「焼

域の畑を借りて「菜園サロン」に取り組み、多く

き芋および芋煮大会」を行いました。活動日はい

の人が参加しています。仲間が集って菜園活動に

ずれも週 3 回（7 時～ 9 時／冬期間は 2 回）
。毎

励み、
「作る喜び」
「実る歓び」
「食べる悦び」を

回 20 人程度の人が参加しています。
課題は、農作業に係る経費です。そこで、今年

感じ、健康増進につなげていきたいと考えてい

度、新規事業の立ち上げにともない、みずほ教育

ます。

福祉財団の「地域支え合い応援事業」に申請して、

さらに、日頃の活動を通じて、広く一般高齢者
にも参加を呼びかけて、人と人とのつながりをつ

耕運機や農作業に必要な用具をそろえることがで

くり、仲間を増やしていきたいと考えています。

きました。畑の水の管理や毎年の種苗代、収穫物
の扱いなど、みんなで知恵や意見を出し合いなが

3 つの畑を運営。課題は活動経費

ら取り組んでいます。

今年度、地区老連はこれまでの「菜園サロン」

活動を通じて人とつながる、

の経験を活かして、
「霧が丘ファーム」と名づけ

地域とつながる

た新たな取り組みを開始しました。
現在、借りている畑は三つ（150 坪、200 坪、

会員の中には、ファームの活動を通じて知り合
った人も少なくありません。いつも参加している
77 歳の女性は、地区老連が毎朝公園で行ってい
るラジオ体操を終えて畑に来ています。
「家の庭
では自信なく歩いているのに、畑では長靴を履い
てドンドン歩くことができて楽しい」と話してい
ます。他の参加者も「活動に参加して健康になっ
た」
「収穫が楽しみ」と参加の喜びを語っています。

91 歳でも簡単に操縦できる
耕運機

この他、地区老連は友愛活動に力を入れており、
老人クラブだけでなく、
「地域の見守りネットワ
ーク」や若い世代の方々も交えた「まちづくり」
にも参画して地域とのつながり、高齢者だけでな
く住民相互の見守り活動を目指しています。
（友愛部長 髙橋 律夫）

自慢の人参
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北から南から

明るく元気な地域をめざした
介護予防と見守り活動
しきいし

長崎県佐世保市 敷石会 ●会員数 45 名

15 年続く集いの場
「水曜会（ふれあい教室）
」
今年、
敷石会は「第 10 回 健康寿命をのばそう！
アワード」＊で、厚生労働省老健局長優良賞を受
賞しました。その取り組みを紹介します。
私たちのクラブは、昭和 45 年に団地と一般住
宅が混在した地域に設立、月３回程度、定例会や
カラオケをはじめレクリエーション、運動などに

みんなで「いきいき百歳体操」

取り組んできました。
平成 18 年に参加者から「地域のつながりを深
め、健康の維持向上に集まりを増やしたい」との

立防止など地域の健康づくり・介護予防活動を継

要望があり、
以来 15 年間「水曜会（ふれあい教室）
」

続して行っています。

を開催しています。週 1 回の集まりには、地域

グループごとに声かけ、見守り活動

包括支援センターをはじめ民生委員、社協など地
域の関係者の協力を得て、
「いきいき百歳体操」

クラブの運営は会員を 7 グループに分けて行

やカラオケ、踊り、グラウンド・ゴルフ、ニュー

っており、グループ長の声かけや連絡事項の伝達

スポーツ、ゲームなどを行っています。
「参加者

を行っており、見守りにもつながっています。ま

が興味をもつこと」
「介護予防に効果があること」

た、コロナ禍で活動ができない期間は、市の介護

「参加したくなること」を柱に、メニューを増や

予防体操の印刷物を配布するなど、自宅での介護

してみんなが楽しく参加できるように工夫を凝ら

予防を呼びかけました。この他、一昨年は地元大

しています。こうした活動を通して、高齢者の孤

学生との交流会をオンラインで行いました。
住み慣れた地域でできるだけ長く、元気で明る
く生活を続けられるように、みんなが健康で助け
合っていこうという思いで活動を行っています。
（会長 久保 博司）
＊「健康寿命をのばそう！アワード―介護予防・高齢
者の生活支援分野）
」
（主催：厚生労働省、スポーツ庁）
＝介護予防・高齢者生活支援への貢献に資する優れ
た自助努力活動等を行っている企業・団体・自治体
を表彰し、個人の主体的な介護予防・高齢者支援の
取り組みにつながる活動の奨励・普及を図ることを
目的としています。

大学生とのオンライン交流
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いちょうだより

２年ぶりに対面で開催
令和３年度「健康づくり・生活支援セミナー」
組み例として、奈良県生駒市における健康

令和 3 年 12 月 7 日、全社協灘尾ホール（東
京都）において、
「健康づくり・生活支援セミ

づくり・介護予防について紹介。市老連、

ナー」を行いました。感染対策の観点から日

地域包括支援センター、自治会等が協働し

程の短縮と参加者数を制限しての開催とな

て住民主体の通いの場づくりに取り組み、

り、全国から 37 名が参加しました。講義の

交流を深めることが、ゆるやかな見守りや

一部概要をお伝えします。

安否確認、ちょっとした助け合いに繋がっ
ていく。

コロナ禍の健康づくり、支え合い

・運動 −－ 在宅生活が長くなり、座りっぱな

・基調説明 −－ 老人クラブ活動は、一つの活

しで過ごす時間が増えていることや、
「マ

動が多様な効果をもつ。健康づくり活動

スクの着用」で呼吸が浅くなっていること

も、絆づくり、生きがい、地域貢献など、

を説明。
「運動器」の役割をはじめ「運動

自分自身や家族、地域を広く俯瞰し、知る

による健康づくり」についてリーダーが理

機会となっている。長年の活動実践を次世

解し、活動をサポートすることが大切。

代へ繋ぐために、誰もが自分にできること
をすることが大切。ポイントは、
「知って
もらおう」
「声をかけよう」
「一緒に、分か
ち合ってやろう」
「開かれた窓口」
。
・地域支え合い−－ 介護保険を取り巻く状況
をはじめ地域包括ケアの構築、コロナ禍に
おける介護予防について報告。全国の取り

講義④運動 「今日は何回、両手をあげましたか？」

〈研修内容〉
基調説明

「老人クラブが取り組む健康づくり活動、
全老連副会長 古都賢一
生活支援」を考える

講義①
地域支え合い

地域で取り組む健康づくりと支え合い
～老人クラブへの期待

厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課
地域づくり推進室室長補佐 田中明美氏

講義②栄養

新型コロナウイルス対策を見据えた
高齢期の食事と栄養

日本栄養士会常任理事 西村一弘氏

講義③事故防止

日常生活事故や火災から身を守る

東京消防庁防災部防災安全課生活安全係長
阪本浩司氏

講義④運動

高齢期の運動による健康づくり・
介護予防

順天堂大学名誉教授 武井正子氏
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あなたのクラブ 入ってますか？

「老人クラブ傷害保険」
— 傷害保険４月始期の加入手続きが始まります！
事故に備えよう！
「老人クラブ傷害保険」は、活動中の事故への補償制度を望む会員の声を受けて生まれた全国老人
クラブ連合会オリジナルの団体保険です。現在は 4 月始期と 10 月始期があります。その 4 月始期
の手続きが今月から始まります。加入申込の受付期間は 1 月 15 日～ 3 月 15 日。新年度の運営や
活動について検討するこの時期に、ぜひ、事故の備えとして「老人クラブ傷害保険」の加入、更新
の準備をお願いします。

事故の７割が転倒 —令和２年度『老人クラブ傷害保険』事故状況
昨年末、老人クラブ傷害保険に加入している方々の事故状況が報告されました。事故件数は約
4,916 件（うち死亡 27 件）
。7 割以上が「転倒」によるもので、
うち 5 割が「骨折」していました。
「道路上（歩道、陸橋含む）
」が最も多く、
「平らな場所」で転倒したという人が 5 割以上いました。
活動中の事故で多かったのは「スポーツ、健康づくり」
（51.1％）でした。

お問い合わせ、資料請求
新規加入をご希望、ご検討の際は、クラブの担当者（または会長様）から、全老連「保険係」まで
ご連絡ください。必要書類をお送りします。
なお、会員個人からの資料請求や申し込みには応じられませんので、ご了承ください。

全国老人クラブ連合会

保険係

〒 100–8822  東京都千代田区霞が関 3–3–2 新霞が関ビル 5 階
電話：03–3597–8770（平日 9 : 30 〜 12 : 00、13 : 00 〜 17 : 00）
FAX：03–3597–8767
ホームページ：全老連ホームページ「活動保険」
メールアドレス：hoken@senior-ltd.com
●このほか、詳しくはお問い合わせください。
「老人クラブ団体賠償責任保険」もあります。
注意：上記保険の対象は、全国老人クラブ連合会に連なる都道府県・指定都市老連および市区町村老連に
加入しているクラブです。
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昨年末、
「2019 年の健 康寿 命」

心をもってもらおうと、若い世代への働きかけに

が厚生労 働省から発 表されまし

力を入れたことです。
「のばそう！健康寿命、担お

た。男性は 72.7 歳、女性は 75.4 歳でした。大

う！地域づくりを」をメインテーマに掲げる本会と

きな話題となっていたのが前回 35 位から男性第

しては大いに気になりました。大分県のホームペ

１位と大躍進をとげた大分県です。私が注目した

ージには、
「県民総ぐるみ」の取り組みが紹介され

のは取り組み方法。高齢になる前から健康に関

ています。のぞいてみてはいかがですか？ （敦）

編集後記

全老連で発行している資料で掲載
している PR ロゴです。クラブや
連合会の広報資料に活用ください。
全老連のホームページ「活動資料」
からダウンロードできます。
● 令和

4 年 1 月 10 日発行（毎月 1 回 10 日発行）第 495 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
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

● 住所／〒 100 – 8917
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