
感謝の言葉を胸に、
「社会奉仕の日」 の
取り組み
三重県　 
グランドエイジクラブ鈴鹿

市の連合では、多くのクラブが参加できるよう
に、９月一カ月間を「社会奉仕の日」の取り組み
期間として活動しています。
昨年は、感染予防で集まる機会が少なくなって
いるなか、仲間が顔を合わせて会話を楽しみなが
ら、いっしょに活動に取り組んだ貴重な機会にな
りました。終了後寄せられたクラブの報告には、
次のようなコメントがありました。「町内を美しく
することはとてもやりがいがあり、気持ちも晴れ
晴れとしていい気分になれました」「地下道の清
掃を続けてきて、ゴミを捨てる人が減り環境が良
くなりました」。活動中に町内のみなさんからかけ
ていただく感謝の言葉が、多くの会員の喜びにつ
ながっています。
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ているクラブもあります。今年度も各クラブで昨

年同様の取り組みに向けて準備を進めています。

■�社会奉仕の日に多様な地域活動
栃木県大田原市  野崎地区いきいきクラブ 

（三寿クラブ）

　栃木県では年 2 回 （6 月、9 月） 「社会奉仕の日」

に取り組んで

おり、9月20

日もさまざま

な活動を予定

しています。

　一つ目は、

公共施設の清

掃美化、緑化。

毎年、クラブが管理している公民館の花壇に、春

に植えたマリーゴールドやサルビアの花を冬に備

えて整備します。さらに今年は、道路にはみ出て

交通の妨げとなっているきんもくせいの枝を 10

本程度切る予定です。活動時間は約 2 時間、余っ

た時間で公民館周辺の除草を予定しています。

　二つ目は、団地に住む高齢者の見守り （声かけ）、

三つ目は、資源ゴミ （ペットボトル） の回収です。

特集

全国一斉 「社会奉仕の日」
地域への感謝と老人クラブの活力を示そう！

　全国三大運動のひとつ「社会奉仕の日」は、昭

和 59 年に神奈川県老連、横浜市老連、川崎市老

連において、 「敬老の日」 （当時 9 月 15 日） に感謝

を表す取り組みとして 9 月 20 日に一斉に奉仕活

動を実施したことが始まりです。全国各地の会員

の共感と賛同を呼び、昭和 61 年度より全老連の

全国三大運動の一つととなりました。

　本号では、コロナ禍においても全国で取り組ま

れている様子を紹介します。みなさんも、 この機

会に老人クラブの存在を PR して、 感謝を伝えまし

ょう。

■�みんなが取り組める期間設定
北海道俱

くっちゃん

知安町
ちょう

老人クラブ連合会

　倶知安町老連では昨年、 10 クラブ （157 名） が

参加しました。活動日は、 9月15日からの老人週

間を重点期間とし、それぞれのクラブの活動実態

に合わせて取り組めるよう、昨年度は9月4日か

ら10月10日までの1か月程度を期間としました。

中には、期間内に数回に分けて取り組むクラブも

あります。

　活動内容は主に清掃活動で、例会などで普段利

用する会館周辺の草刈りや花壇の整備、街路樹周

辺の草取り、町内のゴミ拾い等です。中には、地

域のゴミステ

ーションの清

掃作業と併せ

て、分別がさ

れていないま

ま出されてい

るゴミの分別

を行ったりし

マリーゴールドとサルビアを植える前の開墾
（6 月／栃木県大田原市）

私たちの町をきれいに（八号蘭寿会／北海
道倶知安町）

年間を通じて公民館に専用のカゴを置き、住民（約

300 世帯）の協力を得て回収、3 か月に 1 度、ク

リーンセンターに持って行き、活動資金に役立て

ています。

■�めざすは地域の環境美化
富山県上

かみ

市
いち

町
まち

老人クラブ連合会

　昨年の「社会奉仕の日」は、コロナ禍にも関わ

らず例年とほぼ同じ 23 クラブが取り組みました。
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■�安全を目指してカーブミラーの清掃
山口県美

み

祢
ね

市 東
ひがし

厚
あ

保
つ

老人クラブ連合会

　以前は、地域の花壇の手入れをしていましたが、

「グラウンド・ゴルフの練習に通う道のカーブミラ

ーが見えにくい」と言う会員の声がきっかけとな

り、３年前から毎年、カーブミラーの清掃活動を

行っています。活動に参加しているのは10人前後

で、山中の道

路 に あ る20

〜 30 か 所 の

カーブミラー

の清掃と、邪

魔な木の伐採

を し て い ま

す。交通量は

あまり多くは

ありませんが、警察の許可を得て、安全に配慮し

て実施しています。

交通安全を願ってカーブミラー清掃 
（山口県美祢市）

■「元気にしゆうかね？」�声かけも大切な活動
高知県須

す

崎
さき

市友和会

　私たちのクラブは、「社会奉仕の日」に、地元

の土讃線「多ノ郷駅」周辺をはじめ、妙見山公園

周辺の清掃、花壇作り、手すり作りを行っていま

す。みんなで心がけているのは、地域の方々への

声かけです。活動中に出会うみなさんに「おはよ

う」「いってらっしゃい」「元気にしゆうかね？」

等と声かけを

することで、

明るく住みや

すい地域目指

しています。

清掃後は参加

した自分たち

も「気持ちが

いいね！」とみんなで笑顔で語り合っています。

今年は、18 日 （日曜日） 9時〜 10時30分を予定

しています。

■

主な活動は草取りや清掃活動。公民館、神社、遊

園地をはじめ、公共の敷地や道路沿い、空き地等

に捨てられた空き缶やペットボトルを拾い集め、

資源ごみは洗浄後、分別して次回のリサイクル収

集日まで保管

しています。

他にも日常生

活における生

ごみを減らす

取り組みや節

電、省エネの

啓発や理解に

つなげるなど

活動が広がっています。取り組み方法も、公民館

と連携して地域全体として取り組んでいるクラブ

もあります。今年もコロナウイルス感染対策を十

分に注意しながら、地域への奉仕活動を呼びかけ

ているところです。

特集　全国一斉「社会奉仕の日」

■�「ありがとう」の一言にやる気もアップ
大阪市都

みやこじま

島区老人クラブ連合会

　昨年の「社会奉仕の日」は、新型コロナウィル

ス感染拡大防止のため中止するところもあり、38

クラブ中 33 クラブ（330 名）の参加となりました。

活動は清掃美

化活動。空き

缶や紙くず、

吸い殻や落ち

葉などの他、

植え込みの中

にも、空き缶

やビニール袋

が多く捨てられており、一つずつ集めてきれいに

しています。活動時間の 8 時 30 分から 10 時は、

自転車の通行も多いので、 安全にも注意して行っ

ています。通りすがりの人に「ありがとう」と声

をかけられると、やる気がアップすると言う会員

もいます。今年は、31クラブ（約 500 名）の参加

を予定しています。

笑顔で終了（高知県須崎市）

活動中の会話も楽しみ（大阪市都島区）

仲間といっしょに（柿沢長寿会／富山県上
市町）
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「はがきで交流活動」結果報告

　シニア連は 7 月、昨年度に実施した 「はがきで

交流活動」の結果をまとめた報告書を作成し、市、

民児協、各町老連、社協各地域事務所等に配布し

ました。

　活動は昨年、コロナ禍の会員の安否確認と仲間

として気にかけ合うことの大切さを伝えようと、

76 歳以上の会員を対象に往復はがきを送ったも

ので、ハガキには会長の挨拶と「生活実態把握の

ためのアンケート」を記載しました。

●委員会メンバーの活躍

　送ったハガキは 2,350 通。あて名書きはシニア

連の 3 つの委員会（延べ約 30 名）が 2 か月かけ

て行いました。回答があったのは 911 通（約 40

％弱）で、返信ハガキの集計及び報告書のコメン

ト選びは、シニア連若手委員 （14 名） が担当しま

した。何度も集まって作業に取り組み、コロナ禍

でもこうした小さい集まりを頻回に行い、新たな

活動につながったことを誇りに思っています。

ハガキの回答で知る高齢者の課題

　ハガキを通じて、コロナ禍の高齢者の課題が分

かってきました。集計結果を一部紹介すると、①

北から南から

お元気ですか？ 「元気」 74%、 「元気でない」20%。

②最近転びましたか？「転んだ」 30%、 「転んでい

ない」 66%、③運動はしていますか？「している」 

64%、 「していない」 32%、④趣味活動はしていま

すか？「している」 55%、「していない」  39% で

した。

●社協の人材 （専門職） をいかした課題解決

　今回、報告書といっしょに連合会の事務局を受

け持っている社会福祉協議会から、結果の考察と

専門職としての改善方法の提案が配られました。

例えば、「（最近） 転んだ」と回答した項目では、

地域福祉課の作業療法士が転倒予防体操や日常生

活の注意点を説明するという改善方法を提案。ま

た、約 4 割の人が 「食欲がない日がある」 と答え

た項目では、口腔機能の低下や低栄養、脱水症な

どの問題を指摘し、保健師や栄養士から基本的な

学習や熱中症予防の啓発等が提案されました。現

在は、シニア連の女性委員会研修会、若手委員会

企画の講座等各種事業で、結果を反映していける

よう取り組み中です。

（会長　田中  勇）

コロナ禍の会員実態と 
社協の改善提案

山梨県笛吹市シニアクラブ連合会　●67クラブ　●会員数 3,207名

コロナ禍に何ができるか、理事会で何度も協議

報告書表紙 
（A4 判、23 ページ）
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クラブの重点目標と自治会との連携

　私たちの地域は、平成に入り戸建ての住宅建設

が行われたところで、現在、人口 1,431 人、604

世帯、高齢化率 36.4% と少子高齢化が進んでい

ます。

　クラブは、平成 14 年に発足。現在は、定例役

員会、定例親睦会、元気はつらつクラブpart １（健

康づくり）、part ２ （ものづくり）、奉仕活動をそ

れぞれ月 1 回実施しています。

●令和 4 年度クラブの重点目標

　令和４年度の重点目標は、①ひとり一人が主

役。コロナ禍の中で、活動を工夫し「健康づくり・

仲間づくり・地域づくり」を合言葉に生きがいづ

くりに資する。②自治会行事への積極的な参加を

通して、住民との交流を図り、互いに支え合うコ

ミュニティづくりをめざす。③隔月に広報紙「ほ

ほえみ」を発行、（自治会内にも）回覧して住民

とのつながりを大切にする。

　特に自治会

との連携を大

切にしており、

月 1 回の自治会

の班長会に出席

したり、年度当

初の自治会総会

にて年間報告と

入会をお願いし

たり、自治会長、

民生児童委員に明

桜会顧問に就任い

北から南から

ただいています。

地域に貢献、 知名度アップ

　地域への貢献と知名度をあげるために、発足２

年目から自治会が主催する「おたのしみ会」に参

加しています。現在は「コーヒーショップ」「ふ

れあいマーケット」、三世代交流の場「ふれあい

ミニゴルフ」を開催し、看板行事となっており、

住民のみなさんからも心待ちにされています。コ

ーヒーショップでは、地域の高齢者に案内状とコ

ーヒーの優待券を配布して、集いの場の提供と入

会のきっかけづくりにしています。
※令和 2 年、 3 年は中止

●地域と協力して住みよい街づくり

　当地においても、年ごとに高齢化が進み、単身

世帯が増加しています。今後は、自助・共助が大

切な社会になると思います。中でも誰でも、いつ

でも、気軽に立ち寄れる居場所づくりは、地域の

支え合いにつながることであり重要なことだと思

います。自治会・民生児童委員・防災会・安心安

全の街づくりの会等の諸団体と連携して実現して

いきたいと考えています。

（会長　白根 喜代子）

地域の中で生きる
～おたのしみ会は、 住民に期待される活躍の場

大分県大分市��パークシティ明野明桜会　●会員数 40名

カラフルで目をひくチラシを作成

ジュース売り場に小さなお客さん
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　老人クラブの運営で基礎となるのは、日々の活動記録や適切な会計処理とその保存です。

　全国老人クラブ連合会では、これらを記録する年度版の「老人クラブ活動日誌」と「老

人クラブ会計簿」を発行しています。既にお使いいただいているみなさんは引き続いての

ご利用をお願いします。また、誰でも記入しやすいようにわかりやすい構成になっていま

す。市区町村老連におかれましては、クラブの後継リーダーや新設クラブへのご紹介をお

願いします。

●老人クラブ活動日誌　A4 判、120 ページ程度、定価 700 円 （税込）
　日々の活動記録を記入するページを充実させています。また、
関連資料を掲載しているので、活動の記録をつけながら老人クラ
ブの役割や活動について確認することもできます。

〈主な内容〉
年度計画表、月間予定表、会員出席記録、活動記録、関連資料（老
人クラブ運営指針、クラブ活動の全体像等）

●老人クラブ会計簿　A4 判、 50 ページ程度、 定価 400 円 （税込）
　クラブの会計は、補助金や会員からの会費を預かる大切なもの
です。適切に処理を行い、関係書類を保存していくことが必要で
す。この「会計簿」は、老人クラブ専用に作っているので、初め
て会計を担当する人でも使いやすいようになっています。

〈主な内容〉
会費徴収帳、金銭出納帳、予算書、決算書、証書添付欄

【申し込み方法】　12 月初旬までに、最寄りの市区町村老連または都道府県・指定都市老
連にお申し込みください。本誌は、事前の申し込み数により製作しているため、締め切
り後のご希望には添えない場合があります。どうぞこの機会にお申し込みください。

販売：全国社会福祉協議会

よりよいクラブ活動のための基本
令和5年度版

「老人クラブ活動日誌」 「会計簿」の
ご案内

上図は令和 4 年度版（色が異なります）
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ポケットティッシュ

メモ帳

リーフレット
（A4 版）

　クラブのイメージアップと会員の輪を広げ

ることを目的に、市民の皆様から応募をいた

だき、愛称「おみたま　にじいろクラブ」を

決定し、P R のために華やかな 4 種類ののぼ

り旗を作成しました。

　一つ目は、愛称を最大限にアピールしたも

の。二つ目は、スローガンを記載して興味を

持ってもらい、人々を呼び寄せたいという意

図でつくったもの。三つ目は、にじいろを構

成する光の粒 （水玉） である会員一人ひとり

が持つさまざまな経験や知恵や魅力が輝き集

い合うクラブであることを表現したもの。四

つ目は、人の輪 （和） に支えられながら未来

へと勢いよく続いていく 「活動中」 の旗です。

　にじいろの旗を掲げることで、その場を

華やかに彩り、会員の方、地域の方にも好評

です。

みんなのひろば

おみたま  にじいろクラブ 
のぼり旗完成 !!

茨城県小
お

美
み

玉
たま

市
し

老人クラブ連合会

防ごう！

消費者被害詐欺被害の注意喚起ツール（資材）  
を使って被害防止！

チラシ、 ポケットティッシュ、  
メモ帳を無料配布
～日本証券業協会
日本証券業協会では、「株や社債をかたった投資詐欺」の

被害防止に向けたツールを作成し、希望に応じて無料で配

布しています。昨年も多くの連合会で、行事や研修会、加

入促進などを通じて、これらのツールを使った詐欺被害防

止啓発活動が行われました。ぜひ、活用ください。

詳しくは、全国老人クラブ連合会ホームページ「お知らせ」

をご覧ください。

■「株や社債をかたった投資詐欺」 被害防止コールセンター

フリーダイヤル：0120–344–999 
（平日 9 時 ~11 時 30 分、12 時 30 分～ 17 時）
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今月号は、「社会奉仕の日」（表紙、
特集）、茨城県小美玉市老連（ひ

ろば）とのぼり旗が登場。全国のクラブが作った

のぼり旗が集まったら…さぞや壮観だろうと思いま
した。みなさんのクラブや連合会でお使いの PR
用具をぜひ教えてください。 （敦）

編集後記

異動報告 北海道老連会長　佐々木 茂（9 月 1 日付 前任者　鈴木 敏市） 
新潟県老連会長　冨沢 　哲（7 月 27 日付 前任者　玉木 正方）


