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私たちの地域には、30 年近く続いている二
つのサロンがあります。一つは、週 1 回、体
操や運動を中心に行う「元気サロン」。もう一
つは、月 2 回、健康講座や脳トレなどのゲーム
を行う「ホットサロン」。誰でも参加できます。

参加者は 80 代が中心で約 16 名、多い時は
30 名の日もあります。活動は１時間、終了後
はマイカップ持参でお茶会 （30 分） を開催して
います。年間計画をもとに、二人の当番が進
行からお菓子の準備まで責任をもって運営して
います。

長続きの秘訣は、「あんなことしたい、こん
なことしたい…」とみんなで意見を出し合うこ
とです。参加者のひとりは、「家じゃ運動を続
けることができんが、みんなでおしゃべりをし
ながら続けたい」と言っています。
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福した後、活動に光を当ててくれた岩沼市、立ち

上げから今日まで支援してもらった岩沼市介護福

祉課、地域包括支援センター、社会福祉協議会、

民生委員、隣接の老人クラブに感謝を述べ、「こ

れからも地域の役にたつような取り組みをしてい

きたい」と謝辞を述べました。

　本号では、二つの受賞団体について、「北から南」

のコーナーと合わせて紹介します。

＊�活動紹介タイトルは各団体が本事業に応募した際の
ものを掲載しました。

■厚生労働大臣  最優秀賞

これぞ！お互いさまの助け合いの原点 
～住み慣れた我が家で暮らし続けられるために

宮城県岩沼市　三
み

色
いろ

吉
よし

シニア倶楽部

　三色吉シニア倶楽部の活動のポイントは、日々

の暮らしの中での支え合いです。活動を紹介する

資料では、「高齢者の見守り活動は、生活の中に

あります。だからこそ、他の活動と切り離さず、

当たり前の暮らしの中

で、誰でもできる程度

の活動を展開すること

が大切。倶楽部では、

高齢者が活躍して、高

齢者が安心して暮らせ

る地域づくりにお金を

かけずに取り組んでい

る」と述べています。

健やかで心豊かに生活できる社会の実現を
目指した顕彰事業
「健康寿命をのばそう！アワード」は、厚生労働

省及びスポーツ庁が行っている取り組みです。目

的は、健康増進・生活習慣病予防推進に資する優

れた活動（事業）を行っている企業・団体・自治

体を表彰し、模範とした取り組みの奨励・普及を

通じて、健やかで心豊かに生活できる社会の実現

を図ることです。

　昨年、この事業の介護予防・高齢者生活支援分

野において、宮城県岩沼市の三
み

色
いろ

吉
よし

シニア倶楽部

が厚生労働大臣最優秀賞を受賞。さらに、老人ク

ラブと連携して通いの場づくりに取り組んだ岩手

県北上市の団体（医療法人社団敬和会）が、厚生

労働省老健局長優良賞を受賞しました。

　11 月 28 日に行われた表彰式に出席した三色吉

シニア倶楽部の青柳信治会長は、「みんなでいた

だいた賞です。みなさんおめでとう」と会員を祝

みんなで取り組む 
介護予防、 高齢者の支え合い

「第11回 健康寿命をのばそう！アワード」（主催：厚生労働省・スポーツ庁） で、 
老人クラブの支え合い活動が、 最優秀賞受賞！

ビブスを着て友愛見守り活動表彰を受ける三色吉シニア俱楽部青柳信治会長�（右）

特集
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岩沼市のホームページでは、「倶楽部が行ってい

る一人暮らし高齢者や認知症の方の定期的な見守

り訪問やゴミ出しなどの友愛活動等が、地域住民

の主体的な活動の喚起につながる優れた取り組み

として高く評価されました」と紹介されています。

（活動内容は 5 頁に紹介）

■厚生労働省老健局長  優良賞

医療法人と老人クラブが連携した
住民主体の通いの場づくり

岩手県北上市  医療法人社団敬和会

　受賞した医療法人社団敬和会は、クリニックを

はじめ介護施設等を運営しており、以前から地域

の老人クラブ（江
え

釣
づり

子
こ

支部藤有海クラブ）とのつ

ながりがありました。受賞の対象となった活動は、

老人クラブと連携した住民主体の通いの場づく

り。（法人が） 活動のポイントとして紹介されてい

たのは、「介護認定を受けても、なじみのつなが

りの中でいきいきと暮らすことができること」「シ

ニアの活躍の場の広がり」です。

　きっかけは老人クラブ会長からの相談でした。

「会員が（介護保険の）デイサービス等を利用す

るようになると、老人クラブの集まりに参加しな

くなる人が多い」「自宅に引きこもりがちな高齢

者がいるので、外出するきっかけがほしい」。そ

こで、平成 29 年から週 2 回、いきいき百歳体操

と茶話会を行う「らくらく健康クラブ」（住民主

体の支え合い事業／総合事業通所型サービス B）

をスタートしました。

　老人クラブの役割は、参加の呼びかけや通いの

場の担い手として関わり、クリニックの役割は、

会場の提供、事務的な仕事や運営のサポート。隔

月で担い手の定例会を開催し、情報交換や感染対

策の共有化を図っています。口コミで参加希望者

が多くなり、令和３年の参加者数は延べ 3,700 人。

近くのショッピングセンターに会場を提供しても

らい、開催回数を週 4 ～ 5 回に増やしました。取

り組みを通じて、通いの場に誘う人と担い手が同

じである良さを実感。さらに、高齢者が担い手と

して通いの場にいるため、参加する側も安心して

参加できています。担い手からは、「最初は誰か

の役に立てればと思って参加したが、実際に仕事

をしてみて、自分自身が元気になっているのを実

感している」との声が多く聞かれています。

多様な団体、取り組みから学ぼう
　介護予防や生活支援活動は、老人クラブでも多

くのクラブが取り組んでいたり、関心を寄せてい

る活動です。今回表彰された 18 団体（企業）の

名前と概要は、「健康寿命のばそう！アワード」

のホームページに紹介されています。活動の背景

や課題、取り組みの経緯や内容、参加者の様子（利

用者の変化）などが分かりやすく記載されており、

活動の進め方、地域の団体や企業などといっしょ

に取り組む際のヒントもたくさんあります。ぜひ

ご覧ください。

特集　みんなで取り組む介護予防、 高齢者の支え合い

「百歳体操」�実践の様子 🔍  検索第11回健康寿命のばそう！アワード ➡
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要支援者を誘って 
「らくらく健康クラブ」

　私たちのクラブの名前は、仲良く楽しく暮らす

という意味を込めて、地区の名前をとって先輩た

ちがつけました。

　平成 29 年から、クリニックや老人施設を経営

する医療法人社団敬和会と共同で、週 5 日「らく

らく健康クラブ」※を開催しています。この事業

は、北上市の「介護予防・日常生活支援総合事業」

として取り組まれており、「いきいき百歳体操」

や「健口体操」で体を動かし、その後の「お茶会」

で脳トレや余興を行い頭を鍛えています。地域の

高齢者なら誰でも参加でき、「要支援」の認定を

受けている方々もいます。老人クラブは、運営全

般（体操の指導、お茶会等の準備）と要支援の方々

のお誘いを行っています。1 週間に 15 人ほどの

参加者で始めましたが、今では 80 人になり、延

べ人数が 3 千人を超えました。

＊�関連の活動内容を３ページに掲載

北から南から

新たな活動「輪投げ」に挑戦

　昨年からは、輪投げの普及に取り組んでいます。

体力づくりに加えて、投げる時の工夫、点数計算、

ゲーム時の会話や満足感などが脳を刺激して、認

知症を遅らせる効果があると聞き、会員にも普及

しようと考えました。

　ちなみに、11 月の江釣子地区老人クラブの輪

投げ大会では、まったく練習していないのに、我々

のクラブが優勝しました。「この素質に加えて、 さ

らに練習すると、北上市や岩手県大会でも優勝を

目指せると思います！」と江釣子福祉基金協会に

提案したところ賛同いただき、資金を調達するこ

とができ、現在は購入した輪投げを使って練習に

励んでいます。

　今後は、月 1 回、公民館に集まって腕前を披露

し、競い合い、年間最多勝者には豪華賞品による

表彰も企画して、楽しみながら会員の健康寿命を

のばそうと考えています。

（会長　高橋 静夫）

老人福祉施設と連携して
通いの場づくり

岩手県北上市江
え

釣
づり

子
こ

支部  藤
と お ゆ う

有海クラブ　●会員数 33名

購入した輪投げセットとみんなの笑顔

スケジュール
曜日 月 火 水 木 金 土

開催�
場所

ク�
リ�
ニ�
�ッ�
ク

セ�
ン�
タ�

ー

ク�
リ�
ニ�
�ッ�
ク

セ�
ン�
タ�ー –

ク�
リ�
ニ�
�ッ�
ク

開
始
時
間

1
コー

ス

9:30
〜
11:00
〜

9:00
〜
11:00
〜 – 9:30

〜

2
コー

ス

10:30
〜

10:20
〜 –

＊センターは、ショッピングセンター内のイベントホール
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支え合いを目的に新たなクラブ設立

　三色吉シニア俱楽部は令和 2 年に結成しまし

た。地域にあったクラブは、超高齢化により平成

28 年に解散。その後、地区の一人暮らしの方が

困りごとを抱えている人が増えていると聞いたこ

とをきっかけに、令和元年、町内会活動で知り合

った元気な高齢者（10 名）が世話人会を立ち上げ、

翌年、コロナ禍の中、25 名の会員で三色吉シニ

ア倶楽部として設立しました。

　モットーは、社会奉仕活動はシニアの元気の

源！シニアが動くと地域も元気！「まずは楽し

く！」何事も楽しくやろう！楽しくないと長続き

しない！

　主な活動は、「友愛見守り活動」「町内会環境整

備事業」「道路清掃」「（町内会との親睦を兼ねた）

里山遠足」「神社でのにぎわい市の運営」「公園管

理業務」「子ども会支援」など、世代の垣根無く、

地域を豊かにする活動に取り組んでいます。

地域包括支援センターから見守りの依頼

「友愛見守り活動」の一つ、「一人暮らしの認知

症高齢者の見守り」は、倶楽部の主旨を知った地

域包括支援センターから依頼されました。週1回、

北から南から

対象者の方を訪問して、ゴミ出しを手伝ったり、

話し相手などを行っています。玄関に「見守り情

報交換ノート」を配置して、ケアマネジャーや地

域包括支援センターと情報共有も行っています。

中には、訪問会員が、対象者の方の認知症が進行

していることに気づき、週 2 回の訪問を提案して

実施となったケースもあります。

　今回の賞の受賞後には、ステップアップ講座に

参加して、「認知症サポーターチームオレンジい

わぬま」を取得しました。

これからの支え合いにつながる活動

　いずれ会員自身が年齢を重ねて見守られる側と

なる。支え合いの最大の魅力は「特別じゃない」

こと。「私にもできるかも」と思える活動である

ことです。こうした取り組みはこれからの体制づ

くりを考える土台となっています。日々の暮らし

の中で、誰でもできる程度の地道な活動を地域と

連携してこれからも展開していきたいと考えてい

ます。活動を通じて、倶楽部の新規加入も増えて

います。

（会長　青柳 信治）

大切なのは、 「私にもできるかも」
と思える活動であること

宮城県岩沼市  三
み

色
いろ

吉
よし

シニア倶楽部　●会員数 28名

みんなで里山遠足

友愛見守り活動中
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厳しい状況でも、 私たちは前進します。
福島県大熊町老人クラブ連合会

● 12 年続く支援に感謝を伝えに兵庫県老連訪問
　2011 年 3 月、あの地震と東京電力の事故から 12 年が経過しました。コロナ感染症が落

ちついた昨年の 11 月 9 日、私たちは、ようやく兵庫県老人クラブ連合会を訪ねることがで

きました。兵庫県老人クラブ連合会は、震災の年から現在に至るまで、毎年、特産の玉ねぎ

を自分たちで収穫して大量にお送りいただいています。味も格別で、イベントや親睦旅行の

お土産等にお配りしては、大変喜ばれています。

　当日は、中村美津子会長をはじめ県老連のみなさまにお迎えいただき、神戸の百万ドルの

夜景、淡路島めぐり、鳴門の渦潮見物等々親しく交

流することができました。その後、玉葱農家のみな

さまともお会いして育苗畑や選別の仕方まで見学

することができました。さらに、南あわじ市の守本

市長（元東北経済産業局長で在任中、大熊町が大

変お世話になった方）にもお会いして懐かしく昔話

もいたしました。

●厳しい状況の下、 みんなで協力
　震災前、大熊町の人口は 1 万 1 千余名、 大熊町老連は 6 百余名の会員と 21 単位クラブの

組織でした。しかし、全町避難を余儀なくされ、役員の住所さえも分からない状態であり、

連合会としても半数のクラブで活動せざるを得ませんでした。その後、単位クラブの会長は

じめ、会員の協力の下、ゆっくりではありますが活動を続けて参りましたが、全国に在住す

る全会員の会費徴収の難しさ、高齢化による自然減少など、残念ながら震災前の状態に戻す

ことは至難の業です。

●よりよい方法を探り、 地に足を着けた活動を
　現在、町で生活している町民はわずか 4 百余名にとどまり、役員はおろか新規加入の呼

びかけにもなかなか応じてくれません。それでも私共は前進します。これまで通り総会、役

員会、月例会を開催し、よりよい方法を探りながら町及び町社会福祉協議会と連携し、組織

の拡大はもとより会員の親睦と研修、地域との交流やニュースポーツの実施と普及、全会員

参加の親睦旅行を行います。さらに、郡、県老連とタイアップしな

がら地に足を着けた活動を続けて参ります。

（会長　杉本 征男）

東日本大震災から12 年

淡路島の農家の倉庫で市長を交えて交流会

大熊町で開催された「シニアいきいき健康塾」�（福島県老連）
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　私たちのクラブは、平成 13 年 10 月に男

性の自主グループとして発足し、平成 15 年

3 月に文京区高齢者連合会に加入しました。

現在、会員は男性ばかり 33 名。主な活動は

料理。毎月、専任講師 2 名を招いて紹介す

る料理に挑戦、「いただきます」 「ごちそうさ

ま」そして食器を流しで洗い、 「おいしかっ

た」 と言う言葉を聞くとうれしくなります。

　でも、コロナ感染拡大予防のため料理実習

は休会になりました。その間、メール等を使

ってレシピを送る 「GOTO レシピ」 ※ に取り

組み各自宅で料理に挑戦、延べ約 300 名が

参加、会員も 2 名増えました。

　2 月、感染対策をして約 3 年ぶりに料理実

習を再開しました。当日は 13 名が参加して、

「具たくさん炒り豆腐丼」と「豆苗と徹底カ

ニカマス－プ」をつくりました。久しぶりで

緊張気味でしたが、笑顔で楽しんでいました。

会員のみなさん自身の生活の一部として、介

護予防につながる生きがいとしても、これか

らも楽しく元気で頑張っていきます。

（会長　白土正介）

※令和3年 7月号で紹介。

みんなのひろば

みんなで「いただきます！」 
～料理実習再開報告

東京都文京区  味わいクラブ

防ごう！

消費者被害
高齢者とそのまわりの方に

気を付けてほしい 
消費者トラブル10選
１. 屋根や外壁、水回りなどの「住宅修理」

２.  保険金で住宅修理ができると勧誘する 
「保険金の申請サポート」

３. 「インターネットや電話、電力・ガスの契約切り替え」

４. 「スマホのトラブル」契約内容や操作を確認

５. 健康食品や化粧品、医薬品などの「定期購入」

６. パソコンに警告表示「サポート詐欺」

７. 「架空請求」「偽メール・偽SMS」              ８. 在宅時の突然の「訪問勧誘、 電話勧誘」

９. 「不安をあおる、 同情や好意につけこむ勧誘」　10. 偽サイトなどに注意「インターネット通販」

➡困った時は、消費者ホットライン　局番なしで「1
イ

8
ヤ

8
ヤ

」
見守り新鮮情報　第442号（独立行政法人��国民生活センター発行）�より

イラスト：黒崎��玄
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先日、市老連会長を退かれたリー
ダーの方に、「クラブで一番好き

な活動は何ですか」と聞いたところ、じっくり考
えて「活動じゃなくて、みんなで集まるのがいい
んだよね」と答えが返ってきました。懐かしそう
に話す理由は、感染防止対策で、屋内で行う活

動が中止になったり、人数を半分にして 2 回に分
けて開催していて、元のようにみんなで集まるこ
とができない日々が続いているからでした。顔を
合わせ、声をかけ合い、他愛もないおしゃべりを
することの大切さを再確認したコロナ禍でもあり
ました。 （敦）
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