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動から

「高齢者が気軽に集える場所が欲しい」と、仲間からの
強い要望を受けて、
「お茶の間」に取り組むことにしました。

気軽に集える
「茶の間の
クローバー」
新潟市東区
猿ヶ馬場よつば会
さる

が

ば

ば

第１回目は 8 月に開催。地域に 200 枚のチラシを配布し、
参加者は 35 名でした。現在は、月 2 回開催しており、1
回はレクリエーションを中心に 2 時間程度の開催。参加者
は約 20 ～ 30 名。もう 1 回は、会員からの希望を受けて
囲碁や麻雀を行っています。時間は 4 時間、参加者は約
10 名です。
右下の写真は「間違い探し」の様子です。好評なプログ
ラムのひとつで、購入してきた本の中から出題して、楽し
みながら脳トレに励んでもらっています。他にも、警察に
依頼して、
「詐欺被害防止や防犯講座」も企画しています。
気候も良くなってきたので、自治会を通じた広報や会員に
よる声かけを強化していきたいと考えています。

Japan Federation of Senior Citizens’ Clubs

月刊『全老連』

2022. 4

特集

クラブ活動で支えよう！
コロナ禍での友愛活動
みずほ教育福祉財団助成
～令和３年度「地域支え合い応援事業」報告

「地域支え合い応援事業」は、みずほ教育福祉財

みを聞いて、日

団の助成事業です。初めて地域支え合いに取り組

ごろからつなが

むクラブや連合会を支援するもので、令和元年度

りのあるケアプ

から実施され、これまでに 44 市区町村老連で行

ラザ（地域包括

ってきました。コロナ禍で思うような取り組みは

支援センター）

できませんが、活動の実績を活かして、継続した

の職員が資料を

事業が行われています。

持って話をしに来てくれました。

本号では、令和 3 年度実施した 22 市区町村老

◆ハンドメイドを楽しむ「岡沢サロン」

連の中から、その一部を紹介します。

新潟県 上越市中郷区松寿会

＊表紙、
「北から南から」の事例も今年度取り組まれた事業です。

運動が苦手な人でも参加でき、手先を動かすこ

◆室内用ペタンクでサロン開催

とで認知症予防にもなると考え、ハンドメイドを

青森県 藤崎町老人クラブ連合会

中心にしたサロ

「ふれあいサロ

ンを開催しまし

ン」を４クラブ

た。作品が出来

で実施。プログ

上がり、ひとり

ラムに室内用ペ

一人が達成感を

タンクを取り入

味わえると好評

れ、冬場の閉じ

でした。みんなで「作る喜び」
「生活の張り」を

こもり防止と運動不足の解消に役立ちました。

実感しました。

◆地域包括支援センターも応援

◆参加者倍増！「おはよう会」

横浜市 栄区シニアクラブ連合会

京都市下京区七条第 3 学区

体力に自信がなくなってクラブを退会した会員

高齢者が集うことで、コミュニケーションが生

の方々が、その後、閉じこもりがちな暮らしにな

まれ、居場所づくりにつながるように、みんなで

っていることが心配で「サロン」を開催すること

健康体操を行う「おはよう会」を実施しています。

にしました。事前の学習会には、私たちの取り組

開催は月６回、朝 8 時 20 分～９時の間、公園
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クラブ活動で支えよう！ コロナ禍での友愛活動

の清掃活動を行

生委員と情報を

ったあと、ラジ

共有して、支援

カセで音楽を流

体制の整備に取

して体操をして

り組んでいます。

います。前に立

今回の取り組みは市社協の広報誌でも紹介さ

って体操をする

れ、市老連照屋盛宏会長は「コロナ禍での活動で、

のは、京都市健康増進センターで筋トレ講習会を

会員のみなさんには多少不安もあると思います

受講した 3 名です。コロナ禍で体を動かしたり、

が、気負わず、普段の活動の延長線上で、会員同

外出する機会が少なくなっているなか、フレイル

士が、互いに支え合う地域づくりの一翼を担える

予防だけでなく、参加者同士の会話を通じてコミ

活動にしていけたら良いと思っています」と抱負

ュニケーションの維持にも役立っています。他に

を述べました。

も、会場に酸素測定器や血圧計、握力計などを設
置して、誰でも使えるようにしています。

公益財団法人 みずほ教育福祉財団

始めた頃は 30 人くらいでしたが、今では 60

旧第一勧業銀行を母体とする社会福祉と教育

人くらいになっています。活動の様子が地域から
見えるので、近隣の住民からの問い合わせもあり、

を中心とした助成団体です。昭和 59 年から継

参加者の増加にもつながっています。今回の取り

続して、老人クラブ活動に助成いただいていま
す。全国に普及している「高齢者の体力測定」

組みをモデル的な活動として、他地区への広がり

や「健康ウォーキング」は、助成事業を通じて

が期待できそうです。

広がりました。

◆地域説明会の開催

■令和 3 年度実施市区町村老連一覧（22 老連）

沖縄県南城市老人クラブ連合会

北海道

小樽市、帯広市、森町

青森県

藤崎町、西目屋村、新郷村

神奈川県

湯河原町

横浜市

栄区、緑区、旭区

新潟県

見附市、上越市中郷区

新潟市

東区

京都市

下京区

大阪府

豊中市、箕面市、島本町

活動に取り組む前には、社協と協働で「地域説

奈良県

香芝市、高取町

明会」を開催しました。地域の現状や老人クラブ

香川県

さぬき市

の役割など、単位クラブのみなさんと、区長、民

沖縄県

南城市、糸満市

市老連は 4 クラブを実践クラブとして、1 グル
ープ 2 ～ 3 名で見守り隊を結成し、月 1 回以上の
訪問活動とゴミ出しのチェックなど生活環境を目
視で確認する日常的な安否確認に取り組んでいま
す。対象は、80 歳以上の一人暮らし、高齢者世
帯の方を中心に閉じこもりが気になる高齢者の方
に伺っています。
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北から南から

健康をテーマに、地域高齢者の
外出のきっかけをつくる
北海道帯広市  ニュータウン実年会 ●会員数 101 名

員が中心となり、事務局を設けて対応しています。

「ニュータウン健康サロン」の開催

入会者は 86 名ですが、新型コロナウイルス感

引きこもりがちな生活を送っている方、身体的

染症予防のため参加を控える人もおり、参加者は

に不安を抱えている方、こうした高齢者の方々が、

当初より若干減少傾向です。現在参加している人

気軽に集える場を提供できれば…と願いを込めて

は 40 名、
8 割は女性で、
非会員の方も複数います。

サロン活動に取り組みました。
私たちの地域は、健康づくりに関心のある住民

●気軽に相談できる場づくり

が多く、地域で開催されている健康教室はどこも

コロナ禍で思うような PR はできませんが、友

いっぱいです。そこで、
「健康」をテーマに新た

愛活動にあたっている会員やサロンの参加者が声

な受け皿をつくり、外出するきっかけとなれば、

かけを行っています。友人を誘って参加するケー

地域の方々への一助となると考えました。実行委

スも多くみられます。

員会で検討を重ね、継続的な開催に向けて規約を

参加される方々から相談を受けることも多いの

つくり、参加費 100 円の他に、会場費や暖房代、

で、机と椅子を用意し、
「相談コーナー」を設け

講師料等の活動資金として入会金 1,000 円をい

てゆっくり話ができるスペースをつくり、役員

ただくことにしました。開催は 5 月を予定してい

や講師の先生が話を聞いています。

ましたがコロナ禍で 7 月となりました。

今後は、みんなのための「健康サロン」として、
参加者からの意見や要望を聞き入れ、それを反映

月 4 回、指導者を迎えて多様なプログラム

した見直しを行っていきたいと考えています。
（会長 小野寺正次）

サロンは月 4 回。多くの人が参加できるように
曜日を変えています。会場はコミュニティセンタ
ーの大集会室。講師（5 名）を招聘し、さまざま
な健康体操をはじめ、ふまねっとやオビロビ、ラ
ダー運動など約 2 時間行っています。運営は役

参加を呼びかけたチラシ

健康体操

ふまねっと
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北から南から

会話を通じて参加の喜びを味わう
「喫茶サロン」
大阪府豊中市 若竹寿会 ●会員数 41 名

友愛活動は老人クラブの原点
私たちは、女性 19 名、男性 22 名、平均年齢
80 歳のクラブです。自治会を活動拠点として活
動しています。コロナ以前は、月4 回のパワーア
ップ体操、月 2 回カラオケを行っていました。コ
ロナ以後は、活動自粛を余儀なくされ、電話やメ

サクソフォンに聴き入る

ール、訪問で会員の安否確認を行っていました。
そうした中、老人クラブの原点でもある友愛活動

他に、おでん、ちらし寿司も用意しました。
「地

への助成があることを知り、高齢者の閉じこもり

域の高齢者を孤独にさせない」との思いから、独

を防ぐための場づくりとして、喫茶サロンを開催

居の方に積極的に参加を呼びかけたところ、参加

することにしました。

者は 26 名。前回に引き続き、会員以外の方も複
数参加されました。当日は、知り合いにサクソフ

徹底した感染防止でみんなと楽しむ

ォン演奏をお願いし、クリスマスソングを 4 曲演
奏していただきました。みなさんマスクの下で曲

第 1 回目は 11 月 20 日 14 時から開催。参加者

に合わせて口ずさんでいました。

は 21 名。手指の消毒、検温の後、マスク着用の
会話を徹底しました。みなさん待ち遠しかったの

参加者の喜びが次回の励み

か、早くから来場され、席に着かれていました。
各席では会話がはずみ、楽しい時間を過ごすこと

いずれの回も途切れることなく会話が弾み、
「久

ができました。いろいろな課題もありましたが、

しぶりに笑い、喜びを感じました」とか「サロン

会員以外の方も 4 名参加され、
「こんな楽しいこと

に感謝している」などのお言葉をいただきました。

があるのであれば、次回も参加したい」との声もあ

今回の活動を通じて 1 名の方が入会してくれま

りました。1 回目としては成功だったと思います。

した。

第 2 回目は、12 月 25 日に開催。コーヒーの

この流れを切らさずにさらに活動を進めていこ
うと、コロナ感染が終息に向かうなかで、従来の
クラブ活動の再開と、月 2 回の喫茶サロンに加
えて、輪投げやカーリンコンなど地域の方が参加
しやすいプログラムを検討しています。また、自
治会、子供会などと連携して、活動を行うことで、
地域の高齢者のひきこもりを防いでいきたいと考
えています。


お揃いのスタッフビブス ※撮影時のみマスクを外しています。
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いちょうだより

全老連のホームページを
活動に活かそう！
全老連のホームページには、本誌（月刊「全
老連」
）をはじめ、さまざまな情報を掲載して
います。クラブ活動、リーダー研修、会報づ
くり…など、いろいろな場面で役立ちます。
また、都道府県・指定都市老連のホームペ
ージにもつながっているので、全国の様子を
知ることができます。会員はもちろん、地域
の関係者の方々にも広くご紹介ください。
アクセスお待ちしています。
⇒ QR コード（スマホのカメラで
読み取れます）

●高齢者向け情報
健康、くらし、安心・安全について、高齢者に必要な情報を紹介しています。

●活動資料
近年、全老連で発行した活動資料を見ることができます。
「いきいきクラブ体操」や「いつ
でも、どこでも、気づきの体操」の図解チラシもこちらからダウンロードできます。販売して
いる活動教材も紹介しています。

●都道府県・市連合会
全国のホームページにつながります。都道
府県老連のホームページの中には、市区町村
老連の活動や会報を紹介しているところもた
くさんあり、全国各地の活動内容を、具体的
に詳しく知ることができます。
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全国の仲間へエールを届ける！

「みんなで元気‼ 

～コロナ禍の老人クラブ活動」作成

長引くコロナ禍、今後のクラブ活動に不安を抱えているリーダーが少な
くありません。そこで、仲間の姿を通じて元気を出してもらおうと、写真
を中心にした事例集を作成しました。
本誌は、
月刊「全老連」
をはじめ都道府県・指定都市老連で紹介された取り組
みの中から、全都道府県・指定都市老連の活動を抜粋
して掲載しています。コロナ禍をきっかけに始まった
「一人ひとりが自宅で取り組む活動」や「これからのク
ラブ活動につながる事例」も紹介しています。ぜひ、
ご覧ください。
＊資料は、全老連ホームページに掲載しています。
（A4 判、16 ページ）

ネット広告で見た不用品回収

防ごう！
害
消 費 者被

請求額が10倍以上の料金に。
インターネットで「1.5 トントラックに詰め放題 3 万 9800 円」と
いう広告を見て、不用品の回収を申し込んだ。作業当日、詰め込み
後に事業者から領収書へのサインを求められ、金額を確認すると約
65 万円だった。不用品を運び出してもらわなければ困るので、やむ
を得ずサインをしたが、作業前に金額について説明は受けておらず、
支払いたくない。
（70 歳代男性）

ポイント！
●ネットの広告やチラシに記載された料金の通りとは限りません。
不用品の回収を依頼する際は、複数の事業者から見積りをとり、料金や作業内容を比較検討しましょう。
●荷物の量や状態によっては、追加料金が発生する場合もあります。作業開始前に、支払う見込み額を確
認することが大切です。
●作業時は家族や周りの人に立ち会ってもらいましょう。

イラスト：黒崎 玄
イ

ヤ

ヤ

➡困った時は、消費生活ホットライン「1 8 8 」
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編 集 後 記 「みずほ教育福祉財団の助成事
業」に応募された市区町村老連

はじめ地域の高齢者が待ちわびていたことが、

では、活動の延期や中止を何度も経験しながら

いる体操をする人たちの様子でわかります。コ

取り組まれた 1 年だったと思います。送られてき

ロナ禍での 3 度目の春です。
「新しい生活様式」

た報告書から、開催に向けての感染対策などこ

で、できることを始めていきましょう。

の間の努力が伝わってきました。一方、会員を



京都市の写真（3 ページ）の端っこまで写って

（敦）
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 4 月 10 日発行（毎月 1 回 10 日発行）第 498 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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