
ペタンクを通じた
仲間づくり
富山県富山市　 
本郷町２区朗寿会

地域のふれあいと健康づくりを目指して「ペタンク」
を始め、今年で13 年になります。毎週木曜日９時
30 分から２時間、児童公園や公民館で活動していま
す。登録者は19 名。60 歳から 89 歳まで幅広い年
齢層が参加しています。毎回、参加人数にあわせて
4チームに分かれ試合を行い、一区切りついたらモグ
モグタイム。水分補給やお菓子を食べながら、地域
の情報交換を行っています。
富山市老連が開催するペタンク大会は、勝敗にこ
だわらず、みんなに経験してもらうために、メンバー
を固定せずに参加しています。モットーは、「他人の
プレーを批判せず、誉めること」。楽しくゲームを行
いながら、新たな仲間との交流や地域づくりに大い
に貢献しています。
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たり、町内会にある 6 つのサークルの運営に老人

クラブ会員が中心となって携わったりしてます。

　高年部として位置づけたことで、町内会との連

携が密となり、地域住民の老人クラブへの理解・

協力も得られるようになり、町内会から助成金を

受けることができるようになりました。また、町

内会のサークル部と連携して、地域の連帯感の醸

成に大きく貢献しています。令和 3 年度は、町内

会のサークル （パークゴルフ、囲碁クラブ） の会

員全員が入会しました。

特集

2022年  活動賞報告
仲間づくり－会員同士のつながりを深めよう！

　全老連では、活動の内容や取り組みにおける創

意工夫が評価でき、他のクラブや連合会の模範と

なる活動を行っているクラブや連合会に対して、

「活動賞」を贈呈しています。本年度の活動賞の

受賞団体は 132 団体 （単位クラブ 86、地区老連

30、市区町村老連 16） でした。受賞団体の名前は

4 頁に紹介しています。

　活動賞は、大きく「仲間」「健康」「ボランティア」

「その他」 に分かれています。そこで、月刊 「全老

連」 では、4 回にわたり受賞団体の取り組みを紹

介していく予定です。

　まず本号で紹介するのは、「仲間づくり」。共通

していたのは、活動を通じた会員同士のつながり

を深めること、そして地域とのつながりでした。

＊ 「表紙」 「北から南から」 も活動賞受賞団体の活動です。

■�町内会との連携で�
住民の理解拡大、�加入増

札幌市中央区　円山西町幌
ほろ

見
み

会

　幌見会では、町内会三役と密接な連携を深めて、

町内会の高年部として位置づけ、活動の共有化と

協力体制をとっています。平成 26 年から令和元

年度には、計画的な取り組みで、5 か年で会員数

を倍の 100 名（純増 50 名／逝去・退会 30 名、

入会 80 名）にすることができました。その後も、

コロナ禍の影響があったにもかかわらず、昨年度

も会員数を 99 名（逝去・退会 21 名、入会 20 名）

に維持することができました。例えば、「地域の

見守り活動」では、町内会と老人クラブが連携し、

見守り活動の役割を老人クラブ会員が担って行っ

円山動物園にて赤い羽根共同募金のボランティア活動（札幌市）
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■�活動を楽しむことを大切に
福岡県宗

むな

像
かた

市　稲元シニアクラブ

　稲元シニアクラブでは、仲間と楽しく生きがい

を持って健康で生活ができるように、それぞれの

会員がいずれかの活動に参加して、仲間といっし

ょになって楽しむことができるようなクラブづく

りに取り組んでいます。

　活動は、「楽しむ」ことをキーワードに、料理

や歌、ノルディックウォークなどの文化・スポー

ツに関する活動から、地域の清掃や花壇の整備、

リサイクル活動などの社会貢献活動に至るまで、

幅広い活動のメニューを設けて、会員にクラブ活

動を楽しんでもらっています。会員からは、「好

きなことに生きがいを持って楽しくやれるし、そ

れが健康長寿にもつながっている」といった声が

聞かれるなど、高い評価を得ています。みんなが

活動を楽しむことで、新たな会員の獲得にも効果

を発揮しています。さらに、活動を通じた仲間づ

くりが、地域で孤立する高齢者を生まない取り組

みにつながっています。

【活動メニュー】
趣味の会（文化教養／月 1 回）　書道、カラオケ、

けん玉、折り紙等

（スポーツ／週 1 回）　グラウンド・ゴルフ、スト

レッチ体操

リサイクル資源回収（毎月 1 回）　アルミ缶回収

／自治会活動の支援

道路グリーン運動（月 2 回）

花壇の整備（年 2 回）、草取り（月 1 回）

その他　市の広報誌の配布を請け負い、見守り活

動の際に配布しています。

リサイクル品の回収中（福岡県）

■�ゴルフコンペで加入増
名古屋市緑区　高見親睦会 （大

おお

高
だか

学区老連）

　高見親睦会は平成 24 年に発足、現在の会員数

は 60 名です。この 10 年間で新たに 32 名が加入

し、平均年齢は 72.6 歳です。

　仲間づくりの活動として、ゴルフコンペを年 6

回開催しています。参加者は会員 24 名、未加入

の方も参加しています。さらに、ボランティア活

動をしている会員同士の意見交換会を兼ねた食事

会や人気企画のナゴヤドームの観戦ツアーを毎年

行っています。

　また、地域のつながりを大切に、毎月、駅前の

清掃活動や小学校の清掃活動、小学生の低学年を

対象にした見守り活動や地域の青パト防犯活動な

どを実施しています。親睦会の役員には町内会役

員も在籍しており、町内会協賛で親睦会が主体と

なって実施している集団資源回収では、活動で得

た支援金を町内会と折半しています。

　これからも地域の方とのつながりを大切に、健

康づくり、仲間づくりを目指した活動を積極的に

続けていきたいと考えています。

特集　2022年  活動賞報告

地域で清掃活動中（名古屋市）
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北海道 函館市老人クラブ連合会
北海道 （一社）根室市老人クラブ連合会
北海道 稚内市老人クラブ連合会
北海道夕張市 沼ノ沢長寿会
札幌市中央区 円山西町幌見会
札幌市厚別区 柳寿会
札幌市南区 澄川六寿会
青森県青森市 三内いなほ会
岩手県奥州市 南下幅長生会
秋田県鹿角市 大久保山ぶき会
秋田県由利本荘市 蓼沼寿会
秋田県にかほ市 平沢寿会
山形県山形市 飯塚地区交友会
茨城県土浦市 四中地区高齢者クラブ
茨城県ひたちなか市 勝田本町悠和会
茨城県稲敷市 小野寺内・友喜クラブ
栃木県宇都宮市 上小倉老人クラブ光明会
栃木県壬生町 緑町三丁目高令部
栃木県下野市 本町福寿会
栃木県鹿沼市 北押原地区老人クラブ連絡協議会
群馬県安中市 東岩井長寿会
群馬県安中市 第一明生クラブ
群馬県桐生市 第 3 区千寿会
埼玉県新座市 長寿会
埼玉県久喜市 栗橋地区彩愛クラブ連合会
埼玉県三郷市 東町隣友会
埼玉県新座市 野火止住宅みどり会
東京都青梅市 新町末広高齢者クラブ長命会
東京都府中市 年輪会
東京都足立区 宮城親交会
東京都杉並区 天沼松柏会
神奈川県横須賀市 湘南鷹取二丁目睦会
横浜市 西区シニアクラブ連合会
横浜市青葉区 鴨志田みどり会
横浜市戸塚区 エルエルクラブ
横浜市栄区 いの山プラチナ会
新潟県新発田市 松浦地区老人クラブ協議会
新潟県上越市 岡沢老人クラブ
富山県富山市 本郷町 2 区朗寿会
富山県富山市 富岡町福寿会
福井県 永平寺町健康長寿クラブ連合会
福井県 池田町老人クラブ連合会
山梨県甲府市 北上条和楽会
長野県大町市 堀六日町シニア百寿会
長野県駒ケ根市 上穂町シニアクラブ三和会
長野県上田市 上室賀シニア会
長野県長野市 桐原和楽会
岐阜県 かがやきクラブ大垣
岐阜県 郡上市シニアクラブ連合会
岐阜県中津川市 中組松寿会
静岡県御殿場市 御殿場市老人クラブ連合会
静岡県下田市 蓮台寺湯の華会
静岡県伊豆市 修善寺駅前つたの葉クラブ
静岡県浜松市 西和会
愛知県あま市 沖之島米寿会・長寿会・白寿会
愛知県豊田市 クラブニュータウン
愛知県碧南市 棚尾再青会
名古屋市緑区 高見親睦会
名古屋市名東区 高針福寿会
名古屋市天白区 アクティブシニア笹山クラブ
三重県 東員町シニアクラブ連合会
京都府長岡京市 久寿会
大阪府茨木市 さんくれーる茨木すまいる会
大阪府枚方市 西牧野３丁目悠々クラブ
大阪府羽曳野市 駒ケ谷長生会
大阪府貝塚市 麻生中寿楽会

大阪市西成区 南津守南寿会
大阪市淀川区 三津屋老人クラブ三寿会
大阪市北区 北天満福寿会連合会
大阪市 旭区老人クラブ連合会
兵庫県赤穂市 御崎光和会
神戸市兵庫区 兵庫四ツ葉会
神戸市垂水区 五色山健寿会
神戸市垂水区 旭が丘悠悠クラブ
奈良県生駒市 東生駒むつみ会
奈良県大和郡山市 城北錦寿会
奈良県 葛城市寿連合会  林堂支部
奈良県広陵町 南郷若名会
鳥取県伯耆町 宮原老人クラブ
島根県松江市 大庭地区寿会連合会
島根県出雲市 高浜地区慶人会
島根県奥出雲町 八川寿会
島根県奥出雲町 阿井地区老人クラブ
岡山県新見市 菅生千歳クラブ
岡山県新見市 菅生高齢者クラブトキメキ会
岡山県笠岡市 城見台末広会
岡山県 津山市老人クラブ連合会  津山支部
岡山市東区 城東台さつき会
岡山市北区 西古松西本町若松クラブ
岡山市南区 南輝小学校区老人クラブ連合会
広島県三次市 三次市老人クラブ連合会布野支部
広島市安芸区 ひまわりの会
広島市佐伯区 宝泉会
山口県周南市 鶴寿会
山口県宇部市 東岐波寿会連合会
山口県 山口市老人クラブ連合会  小郡支部
山口県下松市 東陽クラブ
徳島県阿南市 富岡地区セニヤクラブ連合会
徳島県 上板町老人クラブ連合会
香川県丸亀市 中津西部老人クラブ
香川県坂出市 与島地区老人クラブ連合会
香川県さぬき市 福寿会
高知県須崎市 上分清流クラブ
福岡県宗像市 稲元シニアクラブ
福岡県宮若市 百合野平成会
福岡県 須恵町シニアクラブ連合会
福岡県八女市 北山地区老人クラブ連合会
北九州市若松区 青葉校区老人クラブ連合会
北九州市小倉南区 星和会
北九州市八幡東区 西台良町山の手悠々クラブ
福岡市南区 デュオ柏原柏朋会
福岡市東区 香椎東校区ねんりんクラブ連合会
福岡市博多区 東光なかよしクラブ
福岡市博多区下月隈 第一常磐会・第二常磐会・第三常磐会
佐賀県佐賀市 西与賀校区老人クラブ連合会
佐賀県佐賀市 循誘校区長寿会連合会
佐賀県 吉野ヶ里町老人クラブ連合会
長崎県長与町 斉会
長崎県平戸市 南部地区老人クラブ連合会
熊本県荒尾市 新生長生会
熊本県 菊池市老人クラブ連合会  泗水支部
熊本県美里町 畝野老寿会
大分県大分市 上野丘１丁目福寿会
大分県由布市 津江・岳本老人クラブ
大分県杵築市 野原老人クラブさつき会
大分県津久見市 青葉会連合
鹿児島県 和泊町長寿クラブ連合会
鹿児島県 出水市  米ノ津東支部
鹿児島県南さつま市 中野笑福会
鹿児島県南さつま市 中野笑楽会
沖縄県与那原町 浜田浜松会
沖縄県与那原町 東浜ゆいの会

2022年 ｢活動賞｣ 受賞団体 （敬称略）
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会員拡大は組織の命題

　交友会は、平成 15 年度から「交友会組織委員会」

を設置して、会員拡大に取り組んできました。現

在は、平成 24 年度に策定した中期計画をもとに、

「第 4 次拡大強化計画」 （令和 3 ～ 5 年度） に取り

組んでいます。

　特に、各事業に参加する会員の固定化と減少が

進んでいることから、令和 3 年度は、若手会員（60

歳台～ 70 歳台前半）の加入を意識して取り組む

ようにしました。

日常の取り組み戦略

　取り組み方法は、4 月の新規加入に向けて前年

度の 1 月に計画を策定して、年度ごとの目標に向

けて 2 ～ 3 月を会員強化月間として取り組みま

す。令和 3 年度 （第 4 次計画） は、毎年 20 名の

新規加入を目標としました。その具体的な取り組

みは、下記のとおりです。

1.  組織内の取り組み
①各区、各班の居住者の分析を行い、対象者をリ

ストアップして地域の知人や町内会の役員など

から情報収集をし、勧誘の協力を要請。地区を

超えた知人、友人に対する行動も積極的に行い

ます。

②「交流サロン 20 日会」の未加入参加者への勧誘。

　 参加している方の

人脈などを慎重に

把握する。

③ 会員の茶飲み友達

（友人、 知人） など

への勧誘（口コミ）

北から南から

④夫婦 （未加入配偶者） および家族の加入促進

⑤退会の申し出があった場合でも、できるだけ遺

留する。

2.  地域に向けて協力要請
　地域の各種団体等には、会報誌「交友会だより」

に会員加入案内と申込書を添えて回覧してもらっ

たり、町内会の会報誌に会員募集記事の掲載を依

頼しています。

　また、町内の各団体・サークルの役員や会員に

協力要請を行ったり、役員が、地区町内会、地区

社会福祉協議会、民生委員児童委員、福祉協力員

等の会議に出席し、情報を共有しながら町内の活

性化のため各団体と連携を図っています。

●令和 3 年度と 10 年の結果

　取り組みの結果、令和 3 年度の新規加入者は

16 名でした。

　平成 24 年度から令和 3 年度までの 10 年間の

成果は、新規加入者 142 名。死亡や転居者を含

む退会者（100 名）を除いて 42 名の純増を達成

しました。

（会長　後藤 征子）

評価をもとにした 
「会員拡大強化月間」

山形県山形市��飯塚地区交友会　●1クラブ　●会員数 146名

新規会員を入れての交流サロン

公式ワナゲ講習会
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　第 34 回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会 （ねんりんピックかながわ

2022） が、11月12日 （土曜日） ～15日 （火曜日）、神奈川県内各地で開催されます。テー

マは、「神奈川に　咲かせ長寿の　いい笑顔　～未病改善でスマイル 100 歳」。感染対策下、

期間中延べ約 60 万人 （観客含む）」の参加を予定しています。

「ねんりんピックかながわ」の詳しい情報は、こちら➡

老人老人クラブラブ「地域文化伝承館」文化伝承館」
❖実演（ステージ発表）　11 月 13 日：神奈川県立県民ホール（小ホール）
　老人クラブをはじめとする 22 団体が、民謡 （踊） や太鼓の演奏、チアダンス等を披露

します。

❖出展　11 月 12 日～ 14 日：横浜産貿ホール　
●活動紹介ブースに、4老連合同「友愛サロン」

　16 のブースで、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市の会員が、クラブ活動を紹介す

る展示や参加者も参加できる体験コーナーを担当します。

　中でも、4 老連合同の「友愛サロン」のブースでは、友愛活動の紹

介ポスターの展示、動画での紹介を行います。サロンを模したブース

では、友愛チーム員がおもてなしいたします。なんでもお聞きくださ

い。お待ちしております。

＊「地域文化伝承館」のサイトでは、出演団体の紹介も行っています。

ご来場お待ちしています！
　地域文化伝承館の来場者へのおもてなしとして、女

性会員による手作りの品 （来場記念品） を作成してい

ます。神奈川県の伝統工芸品とコラボした作品で、と

てもステキな物です！

3年ぶりに、ねんりんピック開催！
ねんりんピックかながわ2022

全国からの来場者を思い浮かべて製作中
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　戦後 76 年目となる昨年、戦前の過酷な生

活を体験した会員が年々少なくなるなか、「平

和の大切さを伝承するのは今しかない」と会

員に呼びかけ、9 月に「わたくしの戦前戦後

体験記」 （A 5 判、 152 ページ） が完成しまし

た。

　体験談を寄せてくれたのは、大正 13 年～

昭和 24 年生まれまでの会員 35 名。戦争の

恐怖や当時の貧しかった食生活、戦後の復興

の様子や、多数の死者を出した昭和 29 年の

町の大火の体験がつづられています。

　表紙の絵は、岩内高校 3 年生 （当時） が描

いた「未来・平和への希望」です。さらに同

校生徒の感想も掲載、その一つには、「今、

自分たちがこのように『普通』に毎日を過ご

せている事がとてもありがたいという事に気

づくことができました」と書いてありました。

　町老連では、「老

人の日・老人週間」

の期間中に会員募集

を兼ねて活動を紹介

したチラシを配布、

本書のＰＲも行いま

した。

みんなのひろば

「わたくしの戦前・戦後体験記」
作成！

北海道  キタシルバ岩内町老人クラブ連合会

防ごう！

消費者被害
本当にお得？ 
注文確定の前に 
契約内容をしっかり確認しましょう！
SNS で初回 500 円で購入できるとの広告があり、クレジットカード

決済で注文。その後、注文を確定する画面の上方に、細かい文字で「5
回継続購入」の記載が一部分だけ見えているのに気付いた。事業者に

解約したいと伝えたが「5 回継続購入の条件は明記されている」と言

われ断られた。（当事者：60 歳代　男性）

● ネット通販の注文画面では、購入条件の表示が分かりづらいことが

あります。画面の隅々まで注意してみましょう。

● 注文を確定する前に確認しましょう。（「申し込みは定期購入が条件」

など。定期購入の場合「継続期間や支払う総額などの契約内容」）

● 特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければならなくなりま

した。誤認させる表示により消費者が申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。

➡困った時は、消費者ホットライン「1
イ

8
ヤ

8
ヤ

」

800 部作成
一冊 700 円で実費頒布中

イラスト：黒崎  玄
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先日、公園のベンチに座っていた
ら、背中越しに座っていた男性

の会話が耳に入ってきました。A「今、何してい
るの？」   B「家にいるよ。週 2 回グラウンド・
ゴルフやってる」   A「へ－。グラウンド・ゴルフ
ねぇ」   B「面白いよ。大会もあるしさ。場所な

んかの関係でボールが決まったとこに行かない
のよ。今度やってみない？」   A「うん。いいよ」。
正に加入促進。嬉しくて後を振り向きたい気持
ちをどうにか抑えながら、こんな風に仲間が増え
ていくといいなと思いました。

（敦）

編集後記


