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第 500 号
各地の活

動から

12 年前、市の総合福祉センターの正面に植えられたレ
ンゲツツジが枯れたため、クラブが申し出て、以来、約
110 株のアジサイを会員が管理しています。植えているの
は、当時会長の自宅にあったアナベル（白い貴婦人）110

市民を楽しませる
110株の
アジサイの花
群馬県高崎市
末広町第 3 長寿会

株です。
活動は、町内会の清掃活動に合わせて年 5 回行ってい
ます。通常は除草が主な作業ですが、12 月は翌年もきれ
いな花を咲かせるために剪定作業を行っています。活動日
以外でも、気が付いた会員が仲間と声をかけあって、除
草や水やりなどの作業を行っています。特に夏場は、注意
し水やりを行うようにしています。地域の奉仕活動に積極
的に参加することにより、町内の方々との交流などが図れ
ています。
今では、私たちの植えた花がセンターを訪れる方々の癒
しの場となっており、毎年、地域住民の方々から、感謝
やねぎらいの言葉をいただき、会員の励みになっています。
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市区老連の
ホームページ紹介
～クラブの PR と、運営に役立つ場所づくり
パソコンやスマートフォンの普及でインターネ
ットが身近になり、検索をすればいろいろな情報
が得られるようになりました。こうしたなか、市
や区の連合会でホームページ（ウエブサイト）を開
設して、情報を発信しているところがあります。
本号では、その中から、五つの市区連合会のホー
ムページを事務局のコメントとともに紹介します。
組織図、機関紙、地区ごとの友愛マッ

■組織内外に役立つ情報提供の場
ホームページ開設の目的は、多くの人に老人ク

プ。申請書等の様式もダウンロードで

ラブのことを知ってもらうことです。いつでも、

きるようにしていて好評です。

誰でも見ることができ、多くの情報を気軽に提供

岐阜県 恵那市壮健クラブ連合会

できることです。情報の中には、組織内に向けた
情報もあります。開設している老連に共通してい

令和 3 年 9 月開設

たのは、連合会やクラブにも大いに役立っている

以前から、加入促進に取り組む会員に「勧誘先

ということでした。課題は、多くの人に見てもら

で『壮健クラブって何？』と聞かれ、チラシだけ

い、発信し続けること。市区老連で開設している

では説明できない」と言われ、その都度いろいろ

ホームページは他にもあります。みなさんも仲間

な資料を用意していましたが、事務局は 1 名しか

のホームページをのぞいてみてはいかがですか？

おらず対応が課題になっていました。今は年 1 回
の更新ですが、基本的な情報を掲載したことで、

横浜市 鶴見区老人クラブ連合会

「HP を見てください」と伝えられるようになりま
した。大切なことは、クラブで情報を得ることが

平成 29 年 8 月開設
当時、若い会員の中にはパソコンを操作できる

できることです。連合会では、ホーム

人も増えてきていると感じており、新たな情報提

ページの開設にあたり、市老連の役員

供の手段として、また、加入促進には必要なもの

（専門部含む）33 名にお願いして、全

と考えてホームページを開設しました。画面の作
成は鶴見区社会福祉協議会の職員に協力いただき
ました。
経費をかけないように、インターネットの接続
に必要なプロバイダーは無料で使えるものを選ん
でいます。掲載する情報量の制限はありますが、
必要最小限の情報を精査して掲載しています。現
在はイベントの予定、報告、クラブ紹介、役員紹介、
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市区老連のホームページ紹介

員が自分のスマホやパソコンまたは家族などの協
力を受けて見ることができるようにしています。

大阪府 富田林市老人クラブ連合会
（SC 富田林）
令和 3 年 8 月開設
ホームページに掲載する情報は、SC 富田林の
課題等を話し合うプロジェクトチームを中心に役
員の意見を取り入れながら企画しました。単位ク
ラブ活動の充実に向けたサポートとなるよう、
「講

低限必要な情報を掲載していくことだ

師紹介」のコーナーでは、行政や地域の団体等が

と考えています。

行う介護予防等の出前講座等を紹介、
「備品貸出

＊松山市のホームページからも市高連に
つながるようになっています。

し」のコーナーでは、輪投げや映像機器等の写真
や貸出要領を掲載しています。さらに、会員への

福岡県 久留米市老人クラブ連合会

サービス向上と地域の活性化のために実施してい
る「SC 富田林クラブカード」の特典－

令和 3 年 6 月開設

協賛店の情報を紹介した「会員優待」

「ホームページがあったらよいのに」という役員

のコーナーを設けました。

の声を受けて作成しました。
「活動紹介」のコー
ナーは、会員から送られてくるクラブや地区の情
報を紹介したり、事務局が取材した報告を掲載し
ています。情報提供の中には、理事や女性委員を
つなぐビジネスライン（参加割合 4 割）から活動
写真を送ってくる人もいます。また、パソコンを
使って作成する書類も増えていることから、会員
の希望で書類の様式をダウンロードできるように
しています。
「お問い合わせ」様式も
掲載しており、いろいろな方の声を直

愛媛県 松山市高齢クラブ連合会

接聞く良い機会と考えています。

令和 4 年 4 月開設
ホームページ開設のきっかけのひとつは、
「大
会の参加申し込み様式や各種届出様式などをダウ
ンロードできるように、ホームページを作って掲
載してほしい」という声です。今では、市高連の
さまざまな申請、報告様式を掲載し、補助金の申
請様式等は、松山市のホームページとリンク（＊）
して直接サイトにつながるようにしています。
ホームページで大切なのは続けていくこと。で

市区町村老連のホームページの開設については、
都道府県・指定都市老連ホームページの所在地一
覧やリンク先から情報を得ることができます。

きる人に頼るのではなく、誰でもできるような仕
組みを探して無理をせず取り組むこと。まずは最
3
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愛好会で豊富な活動メニュー
青森県青森市 大野元気シニアクラブ ●会員数 58 名

仲間づくりの原点は
みんなが主体的に取り組むこと
大野元気シニアクラブは、地区全体で構成され
ていたクラブから大野町会にあたる地域が独立し
て平成 29 年 4 月に結成しました。市老連に加入
して各種行事の参加を通じて他クラブと交流した
り、会員個々の趣味や特技などを生かして、みん

講習会も開催―絵手紙の集い

なが主体的に活動に取り組むことを仲間づくりの
原点にしています。

やババ抜きも行っています。６月からは、フィン

活動は、愛好会活動、奉仕活動、春と秋・年 2

ランドの伝統的な遊びモルックに取り組む予定

回の日帰り旅行（現在はコロナ禍で中止）
、広報

です。

誌の発行などです。この他、盆踊りや清掃活動、

コロナ禍でもできる方法を見つけ活動

地域の花壇整備など、町内会の行事や活動に積極
的に参加することで、クラブについて理解を広め、

クラブの広報誌は年４回発行しています。会員

加入促進につながるように心がけています。

の中には、事情により活動に参加できない方々も
います。そこで、広報誌を通じて行事の報告や活

六つの愛好会

動の様子を伝え、会員全体がいっしょの思いを持

愛好会は現在六つ。地域の公園で行っているグ

てるようにと考えています。また、広報誌を届け

ラウンド・ゴルフを除いて、活動拠点の市民セン

ることで、会員の様子を知ることができ、友愛活

ターでは、毎週クラブ活動が行われています。

動にもつながっています。今年度は年 6 回の発行

麻雀

毎週月曜日

グラウンド・ゴルフ

毎週水曜日

絵手紙の集い

月2回

ユニカール

大会に合わせて年 3 回

トランプゲーム

週１回

モルック

月2回

を目指しています。
（会長 柴田義則）

「絵手紙の集い」では、たまに絵手紙講座も開催
しながら気楽に取り組んでいます。モットーは
「ヘ
タでいい、ヘタがいい」
。4 月から開催している
トランプゲームでは、青森県発祥と言われる「ゴ
ニンカン（ゲーム）
」に取り組み、若い頃ゲーム
を楽しんでいた会員から好評です。他にも七並べ

そろいのベストを着用して清掃活動
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地域のつながりをめざす
岡沢サロン
新潟県上越市 中郷区松寿会 ●会員数 26 名

外出の機械を増やそう
松寿会のある岡沢地区は、高齢化率 46％で高
齢化が進んでいるところです。コロナ禍で外出の
機会が減り、家に閉じこもる方も多く見受けられ
るようになりました。そこで、みずほ教育福祉財
団助成事業を活用して、社協とその他地区の２つ
のクラブと連携・協働しながらサロンを開催する
ことにしました。

みんなで作ると楽しさ 2 倍

対象は、閉じこもりが気になる方、75 歳以上
の高齢者世帯の方、息子や娘と二人暮らしの方々

などで元気な姿が見え、安否確認ができた」と話

とし、月１回、簡単な手芸（クラフト製作）とレ

を聞くことができました。

クリエーションを行うことにしました。昨年度は

参加者が役割をみつけて主体的に運営

10 回開催しました。

活動を通じて、地域に出会いの場ができ、参加

活動の大切さを伝えるみんなの声

者は体調や身だしなみを気に掛けるようになり、

参加者からは、
「毎月、家族に気兼ねなく集ま

生活の張りとなったように感じています。また、

れる場ができてよかった」
「みんなに会えるし。

参加していくうちに自分に合った役割を考え、企

いろいろなことができるので張り合いになった」

画や運営に関わってくれる方、得意技を披露して

「体調に気をつけるようになった」
、担い手となっ

くださる方、先生として教えてくださる方など、

た会員は「始めはどうやっていけば良いのか心配

自分たちが主体的に企画し実施できるようになり
ました。

だったが、参加

新しい試みなので、地域からの注目度が高く、

者のみなさんが
協力的でとても

行政や学校、地域からの見学も多く、こうしたな

楽しみにしてく

か中学生との交流の場を持つこともできました。

ださるのが分か

今後は、担い手の後継者づくりや参加の呼びかけ

り、安心して活

を、老連や町内会、地域包括支援センター、社協

動ができた」と

等と連携して取り組んでいこうと思っています。

感想がありまし

また、学校や団体、サロン等が交流しながら、地

た。地域の民生

域の活動につながるよう働きかけをしていこうと

委員からは「会

考えています。

場への行き帰り
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（岡沢サロン代表 岡田政子）
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いちょうだより

動画で学ぼう
「地域支え合い・
友愛活動」

第８回
「シニアの祭典」
開催

山形県老人クラブ連合会

横浜市老人クラブ連合会
横浜市老連は緊急事態宣言の延長で延期とな

山形県老連は、友愛活動の推進にむけて DV

D「地域支え合い・友愛活動 生活支援編（10

っていた「シニアの祭典」を、4 月 20 日、横

雪かき）を取り上げ、それぞれ良い例、ダメな

の高齢者を対象に毎年開催しているもので、今

分）
」を作成しました。具体的な活動（ゴミ出し、

浜武道館で開催しました。このイベントは市内

例を寸劇で紹介し、支える側、支えられる側が

回は約 1,700 名が参加しました。開催にあた

心得ておくポイントを伝えています。シナリオ

っては、係員をつとめる市老連役員、事務局が

の作成は県老連事務局、寸劇とナレーションは、

入念な感染対策を行うとともに、万が一に備え

活動で演劇にも取り組んでいる新庄市老連「き

て参加者に氏名、連絡先を記入して入場してい

らら歌踊団」のメンバーが地元の言葉で熱演し

ただきました。

ています。

会場を大きく三つのゾーンに分け、
「健康・

今回の取り組みについて、県老連大津歩美事

体力づくり（健康）
」ゾーンでは、ボッチャや e

務局長は次のように話しています。
「令和 2 年

スポーツ、介護予防運動の体験、
「仲間づくり・

度、県老連が行ったアンケート調査で、
『地域

地域づくり（友愛・奉仕）
」ゾーンでは、市老連、

支え合い・友愛活動に取り組んでいない』と回

区老連の活動紹介、ステージでは、各区の高齢

答したクラブに理由を聞いたところ、
『近い将

者サークルのダンスなどのステージ発表を行い

来は実施したい』
『興味があるが何をしていい

ました。また、昨年から企業等の協力を受けて、

かわからない』という回答が多かったため、気

高齢社会におけるさまざまな情報を提供する場

軽に取り組める多様な生活支援として、ゴミ出

「人生 100 年時代のシニアライフ」ゾーンを設

て伝えようと思いました。老人クラブ会員が演

介し、加入の一助とするほか、デジタル社会を

しと山形ならではの簡単な除雪支援を映像にし

けました。そして今回は、老人クラブ活動を紹

じることで、活動のリアルさを求めて制作しま

楽しく身近に感じていただけるよう、86 歳現

した」
。動画は、山形県老連のホームページか

役プログラマーの若宮正子さんに講演をいただ

ら見ることができます。

き、祝祭感あふれる催事となりました。

収録に向けてピンマイク装着

活動紹介コーナー
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ATM＊ での
携帯電話の通話は、

防ごう！
害
消 費 者被

しない、させない。

＊ ATM ＝現金自動預け払い機

令和３年の特殊詐欺の認知件数は 14,461 件（+911 件）
と、
前年に比べて増加したものの、
被害額は 278.1 億円
（-71
億円）と減少しました。しかし、高齢者の被害は深刻な情
勢となっており、特に犯人が ATM へ行くように誘導し、
携帯電話で会話させながら操作を指示する還付金詐欺は、
昨年、認知件数 4,001 件（前年比 2,197 件）
、被害額 45.1
億円とも増加しています。そこで、警察庁と金融庁は、
「ATM での携帯電話の通話は、しない、させない」ことを
社会に定着させようと働きかけています。
➡不審な電話がかかってきたら、相手にせずに、役所の担当課や相談窓口に確認しましょう。また、ATM
で電話をしている高齢者を見かけたら、声をかけるようにしましょう。
さらに、10 月 1 日に改正される「後期高齢者医療制度」に関する詐欺にも注意を呼びかけています。
➡厚生労働省や自治体等が、電話や訪問で口座情報を尋ねたり、キャッシュカードや通帳をお預かりする
こと、ATM の操作をお願いすることは、絶対にありません。

警察相談専用電話「# 9110」 消費生活ホットライン「188」

みんなのひろば

コートも一回り小さくしました。参加者は、

「ボッチャ」始めました。

「老人にちょうどいいスポーツだわ」
「ペタン

千葉県長生村悠々クラブ連合会

楽しんで行っている様子でした。全員初心者

クと力の入れ具合が違うな～」などと言って、
からのスタートなので、これからの上達が楽
しみです。今年度は、再度講習会の開催と、

悠々クラブ連合会スポーツ部では、今まで
グラウンド・ゴルフ、輪投げ、ペタンクに取

月 1 回の体験会の開催、さらには連合会で大

り組んできましたが、今年度から「ボッチャ」

会を開催したいと考えています。

を行うことになりました。
4 月、地元で講習を受けた各クラブの会長
が指導しながら、会員を対象に初めて体験会
を開催しました。参加者は約 30 名。事前に
コートとなる枠シートを作成したり、高齢者
でも取り組みやすく、浸透しやすいようにル
ールを一部改訂してオリジナルのルールを考
えました。内容は、投げる順番や投げる場所、
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QR コードをご存知ですか？

らから」という場面を多く目にするようになりまし

誰

た。ずいぶん便利になりました。

もが見たことがある迷路が書かれて

いるみたいな四角いマーク。カメラで読み取ると

ちなみにこちらが全老連ホームペ

該当するホームページ等につながります。最近で

ージの QR コードです。

（敦）

はテレビ番組でも画面に紹介され、
「詳しくはこち
● 令和 4 年 6 月 10 日発行（毎月 1 回 10 日発行）第 500 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
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