
　令和の時代になって 4 か月が過ぎ、やっ
と慣れてきました。昭和から平成にかけて
増加してきた本県の高齢者人口は、令和２
年にピークを迎え、その後も同程度で推移
すると予測されています。また、平均寿命
も大きく伸びて心身ともに元気な高齢者も増
えています。一方で、地域の主体となるべ
き働き手世代は一層減少すると見込まれま
す。こうしたことから、高齢者には「支えら
れる側」だけでなく、地域を「支える側」
としての役割を担っていくことが、今まで以
上に期待されています。

｠既に、農業や漁業などの生業や、定年延
長・再雇用で働き続ける方もいらっしゃいま
すし、公民館やボランティアグループ、地域
活動団体などで活動する方も増えていま
す。そんな中で、地域の担い手としての老
人クラブの存在意義を今一度示していく必
要があります。それぞれの老人クラブでは
健康づくりや地域活動などに楽しみながら
取り組んでいらっしゃいます。それらを行政
の広報誌や CATV、マスコミなどで自信を
もって積極的にＰＲしましょう。｠さらに、単独
の活動にとどまらず、地域の多様な団体や
グループとの連携、協働によって、活動の
幅を広げていきましょう。皆さんの取り組み
を、県老連もお手伝いします。

～老人クラブへの期待～
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鳥上むらくも会　日向側支部（奥出雲町）

　平成15年の結成以来16年間に渡り、
毎月１回のサロン活動を実施しています。
　町役場の保健師を年数回招き、血圧測定、健康学習や体
操、健康相談等の場としている他、軽スポーツ（スカットボー
ル、輪投げ、ペタンク等）や社協職員の指導による頭や身体を
使ったレクリエーションを取り入れています。
　その他、公民館の清掃や地域の幼児園の庭木剪定等の
ボランティア活動も積極的に行っています。

●活動の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　一人暮らしの会員も多く、毎月のサロン活動へ出かけること
が運動や会話の良い機会となっています。また、継続的なサ
ロン活動により、今年度１名の新規入会につながっています。

●活動の成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　以前は支部において実施していた「シ
ニア体力測定」が、参加者の減少により
実施されなくなったことから、平成27年度から単位クラブとし
て取り組みを実施しています。
　8町内会が高齢化率50～60％であり、また、美又地区は面
積が広く山中に家が点在しているため、全会員の参加を目標
に総会・親睦交流会の開催にあわせて実施している他、福祉
バスによる送迎を行い、毎回50名ほどの参加があります。

●活動の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　定期的な測定で、自分の体力を知る機会となっています。
また、会員外の地域の高齢者にも参加の呼びかけを行い、会
員増にもつながっています。

●活動の成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美又寿会（浜田市）
みまたことぶきかい

とりかみ ひ な が わ  し  ぶかい

活動分野

健康づくり活動
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

活動分野

健康づくり活動
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



お知ら
せ 　島根県老人クラブ連合会「活動賞大賞」の表彰は、令和２年１月開催予定の「市町村老人

クラブ連合会会長・事務局長会議」の席上で行います。

たっしゃ

ま 　き　けんこう

　平成24年度から7年間に渡り、地区内
にある松江市総合運動公園の遊歩道や
街路など300ｍを初夏の草木が伸び切った時期に草刈りや
枯葉を集める等の清掃活動を実施しています。昨年度は、運
動公園内で全国高校野球選手権島根大会が開幕する前
に実施し、地元の新聞にも紹介されました。
　「ごみのない町」をスローガンに、毎朝、有志5～6名が小学
生の通学時間にあわせて見守りを行う傍らゴミを拾う活動を
行っています。

●活動の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　地域の美しい環境を守ることが出来、綺麗になり喜んでい
ただいています。

●活動の成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お達者クラブ（松江市）
活動分野

ボランティア活動
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　平成3年の結成以来28年に渡り、2ヶ所
の神社清掃をそれぞれ冬季以外の年間
8～9回行っています。
　「天満宮」と「八幡宮」の両宮ともに境内の清掃が行き届
き、町内で最もきれいな宮を維持しており地域住民から信頼を
いただいています。
　両宮の例大祭には特別清掃を行い、多くの住民の憩いの
場となっています。

●活動の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　会員の年齢は65歳～90歳と幅広く、30～40名で清掃活動
をするなかで、異なる年代の交流の場となっています。

●活動の成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

馬木健康クラブ（奥出雲町）
活動分野

ボランティア活動
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



　平成19年度から地域の同好者や初
心者も参加する「グラウンド・ゴルフ例会」を年6回開催する他、年1回の
「グラウンド・ゴルフ大会」、年2回の「シニア体力測定」、毎年10月上旬
の「長浜地区運動会」の開催など健康づくり活動に取り組んでいます。
　「長浜地区運動会」では、老人クラブ6チームの他、小学校3・4年
生と幼稚園児を含む100名余りが参加し、玉入れや瓶倒しリレー等の
競技を一緒に取り組む世代間交流を行っています。
　年に複数回、長浜港海岸清掃や浜田市主催の町内清掃に参加
するボランティア活動を行っています。
　また、県老連広報誌「まめなかいしまね通信」を活用し、グラウンド・
ゴルフや単位クラブで毎月開催する「ふれあいサロン」参加者へＰＲ
を行い、今年度は2クラブで会員増につながっています。

　ふるさとしまね定住財団の助成と地域
住民から募った寄付を財源に、平成28年度にグラウンド・ゴルフ場を
整備・開設しました。地域住民を対象にグラウンド・ゴルフ同好会「健
康クラブ」を立ち上げ、週2回活動するとともに、初心者向け教室で愛
好者を増やしています。また、吉永藩の陣屋跡地でもあるので、吉永
藩由緒看板を設置し、地域で歴史教室を開催しています。グラウンド・
ゴルフ場に併設した休憩所は、バーベキューなど地域住民の集いの
場としても利用され、喜ばれています。
　地元神社に会員が製作した「子ども神輿」を奉納し、蕎麦ふるまい
や金魚すくいの出店運営、舞踊の奉納等を行い、会員が一丸となっ
て祭りを盛り上げています。数名程度であった参拝者が、100名を超
える地域の一大行事となっています。
　その他、集いの場「高齢者ふれあいの場」、温泉旅行、体力測定
会、地域にある福祉施設との交流、地域の子どもたちの作品も展示
する作品展示会「福吉展」の開催、広報誌「ふくよし」発行など、様々
な取り組みを行っています。また、今年度は、新たに写真同好会「サロ
ンうで吉」を立ち上げ、30代の若い世代など多世代が老人クラブ活
動に参加する縁となっています。

育成功労表彰

優良老人クラブ連合会表彰

●安達　伸次 氏 （松江市）　●藤原　英逸 氏 （雲南市）

●功績概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●功績概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長浜長寿会（浜田市）

吉永福吉会（大田市）

お知ら
せ 　全国老人クラブ連合会会長表彰の表彰は、令和元年１1月26～27日に埼玉県さいたま市で

開催される「全国老人クラブ大会」の席上で行われます。

ながはまちょうじゅかい

よしながふくよしかい



　7月4日（木）～5日（金）、高知県高知市「三翠園」に於いて開催
され、本県からは29名が参加しました。（全体参加者数329人）
　１日目は、全老連から、老人クラブ「100万人会員増強運動」の
総括について基調報告がありました。会員増強運動で最も効果の
あった方法として「友人・知人への声かけ」「クラブ活動や行事へ
の参加呼びかけ」といった直接的な働きかけ、また役立つ情報のト

ップは「優良事例の紹介」であったこと
などについて報告がありました。続いて、
第1部「新規会員加入促進活動」、第2部「地域支え合い活動の推進」
をテーマに事例発表・討議が行われました。
　第2部では、益田市高津地区老連の吉山 典佑 会長より「地域の小
学校と密な連携で世代間交流」と題し、学校と連携した取り組みにつ
いて発表いただきました。（※詳細は次ページで紹介）
　2日目は、1日目に続き第3部「健康づくり・介護予防活動の推進」をテ
ーマとした事例発表・討議の後、真言宗豊山派 四国霊場第三十番奥
之院 安樂寺住職である小角隆幸 氏から「お四国遍路開祖“衛門三
郎物語”」を演題に講演が行われました。続いて、高知県老連の鈴木
彬夫会長から総括・まとめがあり、2日間の研修会が終了しました。
　なお、来年度は令和2年7月9日（木）～10日（金）、岡山県倉敷市
WASHU BLUE RESORT風籠で開催されます。

（第2部会）事例発表者
高津地区老連　
吉山典佑　会長（中央）

（第3部会）助言者を務める
本会　竹下 茂　副会長（左）

本会派遣の方々　
左から　長谷川公子女性委員、
　　　吉山高津地区老連会長、
　　　安達伸次会長、竹下副会長、
　　　高木浩若手委員

お知ら
せ

一般功労表彰 （17名）

●杉原　立三 氏（松江市）　●細田　英雄 氏（松江市）　●下岡　隆雄 氏（浜田市）
●齋藤　義朝 氏（浜田市）　●河野　尚夫 氏（浜田市）　●市野　　霞 氏（浜田市）
●飯島　定悦 氏（出雲市）　●布野　浩子 氏（出雲市）　●山本　有一 氏（出雲市）
●矢野　幸道 氏（出雲市）　●竹下　　茂 氏（出雲市）　●桑原　壽之 氏（出雲市）
●今若　祐準 氏（出雲市）　●高橋　幸敏 氏（出雲市）　●佐藤　　豊 氏（出雲市）
●石田　和久 氏（飯南町）　●永田　秀夫 氏（津和野町）
優良老人クラブ表彰 （2団体）

●千家長寿会（出雲市）　●木部第二福寿会（津和野町）
優良グループ・サークル表彰 （1団体）

●伊勢宮・荘原コミセン清掃奉仕グループ（出雲市）
永年勤続者表彰 （1名）

●今岡　　均 氏（出雲市）

　　　　　島根県老
人クラブ連合会会長表
彰の表彰は、令和元年
9月21日に開催する「し
まね県民福祉大会」の
席上で行います。



　平成8年から毎週1回行っています。演技を織り交ぜると子ども
たちは大喜びです。月1回のペースで年間10回程度、中学校でも
行っています。

　20年余り前から、サンタの衣装で子どもたちにプレゼントを手渡
す活動をはじめました。今では教頭先生をはじめ先生方も会員と
一緒にサンタに扮して、学校のあちこちから子どもたちの歓声があ
がり、校長先生は撮影に大忙しです。

　入学式・卒業式の会場を彩るため、育てたパンジーを小学校に
提供しています。
　その他、登下校の見守り、児童とのさつま芋の苗植えや畑の管
理、会員の特技を活かしたクラブ活動への講師派遣（月１回）、卒
業を迎える6年生と一緒に校舎へ感謝の気持ちを伝える清掃活
動、アルミ缶回収など、様 な々学校行事等に協力しています。

検索島根県老人クラブ連合会

検索まめなかいしまね

　地域の小学校において、校長先生をはじめ先生方と折々に協
議を重ねながら様 な々学校行事や課外活動に取り組んでいます。
　小学校で年2回開催される「ありがとう会」では、子どもたちの歌
やダンスの披露、焼き芋、ゲーム等を一緒に楽しみ、日々 成長する
子どもたちとの交流で、嬉し涙を流す会員もいます。
　今年度から小学校の学習室を老人クラブの月例会等で利用
できる予定です。
（令和元年度　益田市立高津小学校　全校生徒426名）

●活動概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



松江市

平成30年度

令和元年度

島根県（全体）
単位：人

平成30年度

令和元年度

益田市

平成30年度

令和元年度

江津市

平成30年度

令和元年度

飯南町

平成30年度

令和元年度

川本町

平成30年度

令和元年度

美郷町

平成30年度

令和元年度

邑南町

平成30年度

令和元年度

津和野町

平成30年度

令和元年度

海士町

平成30年度

令和元年度

西ノ島町

平成30年度

令和元年度

知夫村

平成30年度

令和元年度

隠岐の島町

平成30年度

令和元年度

吉賀町

平成30年度

令和元年度

奥出雲町

平成30年度

令和元年度

雲南市

平成30年度

令和元年度

安来市

平成30年度

令和元年度

大田市

平成30年度

令和元年度

浜田市

平成30年度

令和元年度

出雲市

平成30年度

令和元年度

今年4月に市町村老連組織・活動状況について調査を実施しました。令和元年度の県内会員数は45,068
人で、前年度と比較して2,673人減少しました。各市町村会員数については、下記のとおりです。



実
技（
隠
岐
会
場
）

実
技（
西
部
会
場
）

実
技（
東
部
会
場
）

　また、島根県消費者センター職員を講師に新しい詐欺の手口や解決方法を学びました。架空請
求に関するハガキ等が実際に送られて来たことがあるかという講師から参加者への質問に、会場
内で多数の手が挙がっていました。被害を未然に防ぐ事、書かれている連絡先に連絡をしない事、
おかしいと感じた場合や被害にあってしまった場合には泣き寝入りをせず、まずは県や市町村の消
費者センターに相談する事等についてお話しいただきました。
　健康づくりに関する実技では、島根県レクリエーション協会指導者の栢野和美氏より、楽しみな
がら身体を動かす実技の指導をいただき、会場内は終始笑い声に包まれました。

～老人クラブをはじめ、組織活動が「健康長
寿」にプラスの影響を与えている可能性が大
きいことを示した６つの研究データを紹介～

一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構　研究員
一般社団法人 日本老年学的評価研究機構（JAGES） 理事　 宮國康弘　氏

出典：日本老年学的評価研究機構（JAGES）の研
究発表をもとに全国老人クラブ連合会が作成。
「組織活動は健康長寿の秘訣」は、全国老人クラ
ブ連合会ホームページからダウンロードできます。

　隠岐会場（7月12日）は西ノ島町の「島前集合庁舎」、西部会場
（7月17日）は「益田合同庁舎」、東部会場（8月1日）は「松江合同
庁舎」を会場に開催し、各市町村から会員１３２名・会員外６７名
の計１９９名が参加されました。
　講師の宮國康弘氏より、地域づくりと健康寿命の延伸の関連性
等についてデータに基づいてお話しいただきました。

JAGESの研究成果の一部
運動の実施頻度スポーツ組織参加による
要介護状態の発生リスク（4年間追跡）

「運動は一人より仲間とするのがお勧め」

運動は一人より仲間と
するのがお勧め

運動を週一回していても、
スポーツ組織へ参加して
いなければ、参加している
者と比べ要介護状態に
なる危険性が1.29倍

■参加
■不参加

週1回以上

（年齢、性別、所得、学歴、婚姻状態、仕事の有無、健康状態、抑うつ、喫煙、飲酒を考慮済み）
Kanamori S, Kai Y, Kondo K, Hirai H, Ichida Y, Suzuki K, Kawachi I. Participation in sports organizations and the prevention of functional disability in
older japanese: the AGES Cohort Study.     PLOS ONE 2012 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0051061

週1回未満
運動の実施頻度

スポーツ組織

1.00
1.29

※

1.16
1.65

※

は、p＜.05※


