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厳しい情勢を
乗り切るために想うこと
副会長

田庭

（益田市老人クラブ連合会

は、今後とも尚一層のご指導とご協力のほどを、
何卒よろしくお願いいたします。
さて、私たちの会は、自らの生活や地域を健康
で豊かにするための自主的な組織であり、その

彰

ための研修会や集いの場などの魅力があります。

会長）

全国の老人クラブで推進している「健康・友
愛・奉仕」について、私の思う三か条は次のと
おりです。

未だ収束が見えない新型コロナウイルス感染

「健康」自分にあった適度な運動、社会参加を

拡大により、延期や中止など老人クラブ活動に

心がける。

も影響が及んでいます。会員の皆様方には、外

「友愛」同じ人間同士、長年連れ添ったパート

出自粛などにより不安や孤独を感じておられる

ナーに先立たれるなど、現在はひとり暮らしの

ことと思い、一日も早い収束を心より願ってい

方を時折訪問し、声かけや生活支援（簡単なお

ます。

手伝い）など助け合い、支え合う。

昨年６月の役員改選におきまして、副会長と
いう大事な役に就任いたしました。大変重責を
感じていますが、このような厳しい情勢の今こそ、
責務を果たす覚悟でございますので、皆様方に
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「奉仕」これまでお世話になった地域への恩返
しとして、社会貢献を行う。
皆さん、老人という殻に閉じこもらず、何事
にも自分から挑戦してみましょう。

わたしたちは 島根県老人クラブ連合会の活動をサポートしています
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県知事へ要望書を提出しました
10 月 19 日、正副会長と常務理事が県職員会館を訪れ、県知事
への要望書を半場健康福祉部理事へ手渡しました。
要望事項は①地域力向上に資する老人クラブ活動への支援②全県
的な移動・外出支援の展開・拡充です。
その後、要望事項や老人クラブの現状と課題等を中心に意見交換
を行いました。
老人クラブ活動の様子が見える事の大切さ、地域で取り組まれて

健康福祉部理事 半場祐子氏 ( 写真右 ) へ要
望書を手渡す本会正副会長

いる世代間交流、会員同士の情報共有や情報発信等による特殊詐欺
被害防止、退職後のシニアライフのヒント等を紹介する「しまねす
まいる days」（年 4 回発行／山陰中央新報折込）への老人クラブ
活動の掲載や広報協力等について意見交換を行い、半場理事からは、
健康づくり活動やボランティア活動等さまざまな老人クラブ活動に
対して、ご理解と今後の期待をいただきました。

意見交換の様子

県知事へ県の社会福祉政策への提言・要望を行いました
12 月 17 日、丸山県知事へ県の社会福祉政策への提言、要望を
行いました。
この政策提言・要望は、本会を含む県域福祉団体 27 団体で構成
する「島根県社会福祉団体連絡協議会（会長
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江口県社協会長）」

と県内 19 市町村社協で構成する「島根県市町村社会福祉協議会会
長会（会長

末成益田市社協会長）」の連名で行っています。

今回は「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進」「総合的
な権利擁護や安心生活保障に係る支援体制の強化」「福祉サービス
の質向上に向けた体制整備」「災害時福祉支援活動の強化」「新型コ
ロナウイルス対策」の 5 つのテーマ 10 項目を取りまとめ、本会か
らは「多様な移動・外出支援の全県的な展開・拡充」について提案・
要望を行いました。
わたしたちは 島根県老人クラブ連合会の活動をサポートしています

地域意見交換会を開催しました
本会役職員が市町村老連へ出かけ、各地域の活動や課題に
ついて情報交換を行う地域意見交換会を開催しました。
今年度は、正副会長と常務理事が安来市（11 月 12 日）
と大田市（12 月 17 日）へ出かけ、各地域での活動状況や
課題について話し合いました。
安来市では、昨年４月、それまで安来・広瀬・伯太の各支
部で構成していた支部連合会組織を解散し、各地域のクラブ
が直接、市高連に所属すること、名称も「安来市高齢者クラ

情報交換の様子（安来市）

ブ連合会」として新しく発足されました。これまで市全体で
開催されていたスポーツ行事に加え、文化祭、16 の同好会
活動や生産活動等に取り組まれています。
大田市では、日ごろ磨いた成果を発表する「芸能大会」と、
会員や福祉施設入所者の作品を展示する「福祉展」の二大行
事のほか、スポーツ等の健康づくりに関する行事、研修会、
囲碁・将棋大会等に取り組まれています。
今年度は、コロナ禍のなかで各種事業の実施が困難な状況

情報交換の様子（安来市）本会 安達伸次会長 ( 写真
左 )、安来市高連 安達紘二会長 ( 写真右 )

ではありますが、両市ともに活発な活動を行うための自主財
源確保にも取り組まれています。
本会の今後の事業展開についてもご要望等をいただき、有意義な意見交換会となりました。
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情報交換の様子（大田市）

情報交換の様子（大田市）本会 安達会長 ( 写真左 )、
本会 田庭副会長 ( 写真右 )

わたしたちは 島根県老人クラブ連合会の活動をサポートしています

宇賀荘老人クラブ（安来市）
う

各地域の活動

か しょう

地域の祈りを込めた３ｍの門松づくり
12 月 25 日の朝、地域の表玄関にあたる千代富橋（地
域の皆さんには「ちょどんばし」と呼ばれています）の
たもとの交差点に、宇賀荘老人クラブ（地区）のうち、
まごめ

いちなか

しんみどう

真米クラブ、市中クラブ、新御堂クラブの有志 13 名が集
まりました。
あ

べ ひろむ

前会長の安 部広 さんが発起人となり、宇賀荘地域の約
100 世帯の交通安全、無病息災、五穀豊穣を願って門松づ
くりに取り組み、11 回目になる今年は、コロナ撲滅の願
いも込めました。
材料は松竹梅を軸に、ゆずりは、しい、南天、千両、万両、くま笹、葉牡丹とふんだんに使います。
竹は、地域をまもる宇賀荘八幡宮の裏から切り出し、その他の材料は会員が持ち寄っています。
また、隣接する宇賀荘交流センター館長の深田三夫さんも育てた葉牡丹を提供し、一緒に作業を手
伝ってくださいます。
うちだこうじ

この時期、越冬のために飛来した沢山の白鳥の鳴声が聞こえるなか、内田幸治会長（真米クラブ）
を中心に、およそ 1 時間で門松が完成。午後からは宇賀荘八幡宮にふたたび集まり、清掃活動を行
いました。例年であれば、その後はお楽しみの直会ですが、今年はコロナウイルス感染拡大防止のた
めに自粛です。
昔は、家々の前に門松を立てて正月を迎えましたが、時代とともにそういった光景は見られなくな
りました。先人が大切にしてきた文化を今後も後世に伝えていきたいと思います。
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宇賀荘公民館から土運び

暗くなると光るんです（ソーラー発電式）

道具や材料のほとんどが会員の持寄り

わたしたちは 島根県老人クラブ連合会の活動をサポートしています

各地域の活動

合歓の会（益田市）
ね

む

子どもたちと世代間交流
平成 20 年から東仙道小学校の課外活動、平成 25 年頃
から東仙道保育所と連携し、稲作（田植え・田車・稲刈り・
脱穀）や収穫祭（餅つき）、わらび採り、お茶摘み、とん
ど焼き、豆腐づくり等さまざまな活動を通じて、子どもた
ちへの文化伝承につなげています。
また、平成２年から、しめ縄づくりを公民館と共催で
行い、一緒に作ったしめ縄は、子どもたちが持ち帰って
います。
「おひとり暮らし家庭訪問」では、園児と一緒に独居高齢者宅を訪問することで、なごやかに会話
が弾んで大変喜ばれており、別れ際には涙を流す方もおられます。
平成 16 年頃から、会員が自宅近くの交差点に立ったり、校門ま
で一緒に登校する見守り活動を行っています。
かつては、手をつないでも泣きながら歩いていた新入生が、成人
になった今では、帰省の度に土産を持って訪ねてくれるなど、地
域のおじいちゃん・おばあちゃんと大切にしてくれています。
おひとり暮らし家庭訪問
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栗拾い

ツリーハウスを作ったり、畑をうっ
たり、頼もしい田中さん（写真左）

生命保険協会島根県協会から、高齢者支援
活動の一環として助成金を受ける草野幸子
会長（11 月 19 日）

わたしたちは 島根県老人クラブ連合会の活動をサポートしています

市町村老連代表者会議を開催しました
1 月 25 日、老人クラブとして取り組んでいく活動や直面する諸課題について、共通の認識を形成し、
ともに活動を高めていくため、オンライン参加６町村を含む全市町村老連の代表者（会長、女性代表
者、若手代表者、事務局）が一同に会し、くにびきメッセ（松江市）において開催しました。
第一部は、伝達および表彰を行いました。
はじめに、多年に渡り、単位クラブおよび津和野町老連役員として老人クラブの発展に寄与した功
おかむらさとる

績により、全国老人クラブ連合会会長より表彰された岡村 省 氏（津和野町）の伝達表彰を行いました。
次に、他の参考となる活動を先進的に行い、なかでも優れた活動により本会「活動賞大賞」を受賞
された 4 団体へ安達会長より表彰状と副賞が授与され、続いて全国老人クラブ連合会「活動賞」の
伝達表彰を行いました。
また、教育功労者及び教育優良団体表彰式（8 Ｐ）、県各種功労者表彰式（8 Ｐ）、令和元年度 県
民いきいき活動奨励賞表彰式において表彰された個人・団体の方々にご披露いただきました。

第一部

伝達および表彰

全老連会長表彰
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本会「活動賞大賞」ならびに全老連「活動賞」

合歓の会（益田市）会長 草野 幸子 氏

亀嵩地区高齢者クラブ（奥出雲町）
会長 佐藤 勉 氏

福寿会（美郷町）会長 伊藤 豊 氏

和田原総南会（邑南町）荒田秀雄会長代理
邑南町老連 会長 藤本 雅治 氏

岡村 省 氏（津和野町）

わたしたちは 島根県老人クラブ連合会の活動をサポートしています

第二部は、大庭地区高齢者クラブ連合会（松江市）の事例発表がありました。コロナ禍のなかでも
工夫しながら、手づくりマスクの配付等をきっかけにした友愛活動の強化を図り、メールを利用した
作品募集によるフォトコンテストの開催や、市行政と連携した健康づくり・介護予防活動に取り組ま
れています。
また、今年度の本会事業実施状況の報告や次年度事業等について、活発な意見が交わされました。
第二部

事例発表
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安達会長
大庭地区高齢者クラブ連合会
荒木 邦典 会長

わたしたちは 島根県老人クラブ連合会の活動をサポートしています

令和2年度 島根県教育功労者及び教育優良団体表彰式
学校教育や社会教育分野等において功績が顕著な個人・団体を表彰する「令和 2 年度 教育功労者
及び教育優良団体表彰式」が 11 月 4 日、サンラポーむらくも（松江市）において開催され、知夫村
老人クラブ連合会が、多世代交流事業の開催等、世代間交流を通じた子どもたちの健全育成の取組に
尽力し、社会教育の推進に寄与した功績により、新田英夫県教育長より表彰されました。

知夫村老人クラブ連合会
○組織概要
会員数：111名 設立：昭和45年3月
○功績概要
平成26年度より会員外を含む概ね60歳の村民を対象に
「知夫里島大学 幸齢者教室」を開校。年度当初の入学式で
は、地域の小・中学生に校歌で出迎えてもらっています。
凧あげなどの昔遊び、海で貝を採って学校調理室で調
理、交流給食など、学校行事に取り組むなかで子ども達と
交流を図っています。
また、スポーツ大会やグラウンド・ゴルフ大会開催など
の健康づくり活動、「知夫イルミ」のイルミネーション設置のため、草刈りの奉仕活動などにも取り
組んでいます。

令和2 年度 島根県各種功労者表彰式
保健・医療・福祉等の分野において功績が顕著な個人・団体を表彰する「令和 2 年度 島根県各種
功労者表彰式」が 11 月 24 日、サンラポーむらくも（松江市）において開催され、老人クラブからは、
こう の たかすけ
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ふ

せ

本会元副会長の河野孝祐氏（吉賀町）、隠岐の島町老連布施支部が、多年に渡り地域を支える活動に
よる社会福祉の向上に寄与した功績により、丸山県知事より表彰されました。

河野 孝祐 氏
○功績概要
下高尻老人クラブを発起人として創立。吉賀町老人クラブ
連合会会長として、栃餅づくりによる生産活動に新たに取
り組み、地域行事「きん祭 みん祭」出店により、老人クラ
ブ活動や地域行事の活性化に貢献されました。また、本会
副会長として、子どもの見守り活動などのボランティア活
動、会員外を含む地域の高齢者を対象とした友愛活動や健
康づくり・介護予防活動などの老人クラブ活動を支援し、
多年に渡り、地域福祉の推進に尽力されました。
さい

さい

隠岐の島町老人クラブ連合会 布施支部
○組織概要
会員数：60名 設立：昭和41年3月
○功績概要
多年に渡り、クロリティやお達者手帳の普及などによる
健康づくり活動、あじさいロードや公園等の清掃によるボ
ランティア活動、わら細工教室開催による文化伝承の取り
組みを行っています。
し め なわ
高齢者を狙った特殊詐欺被害防止を兼ねた注 連縄づくり
や配達訪問などの友愛活動により、安心・安全なまちづく
りに寄与しています。
また、会員参加による「出前町長懇談会」を開催し、高齢者が町長と直接意見交換を行う場づくり
を行っています。

令和2年度 島根県県民いきいき活動奨励賞表彰式
特に地域社会への貢献度が高い活動団体を表彰する「令和 2 年度 島根県県民いきいき活動奨励賞
とび す けいじんかい

表彰式」が２月１７日、島根県職員会館（松江市）において開催され、鳶巣慶人会（出雲市）が丸山
県知事より表彰されました。

鳶巣慶人会
○組織概要
会員数：263名 設立：昭和34年10月
○功績概要
ひとり暮らしや高齢者だけの世帯になっても、住み慣れた
鳶巣地区で出来るだけ長く暮らせるよう、会員外を含む地域
の高齢者や障がい者を対象に、庭木の剪定や草刈り、室内の
模様替え（夏場の建具・敷物交換など）といった日常生活の
ちょっとした困り事を支援する有償ボランティア「鳶巣お助
けマン互助会」の仕組みをつくり、平成25年10月から取り組
んでいます。
平成28年11月には、出雲市老老介護支援サービス事業者の
指定を受け、介護保険給付対象外サービスを対象に利用でき
るサービス利用券（高齢者のみ世帯、要介護の人がいる世帯
へ支給）の利用が可能となりました。
草刈り機などの必要な資材は、支援を行う協力会員が各自持ち出し、利用料は、草刈り機の燃料
代、替え歯の購入代や傷害・賠償保険料に充てています。
活動の件数は徐々に増え、今では年間100件程度の依頼があり、利用された方々から大変喜ばれています。

本会ホームページのご案内
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お知らせ、市町村老連の連絡先、各地域の活動等をホーム
ページで紹介しています。事例集等、資料のダウンロードも
できますので、ご活用ください。
まめなかいしまね

わたしたちは 島根県老人クラブ連合会の活動をサポートしています

検索

↑

https://www.mamenakai-shimane.or.jp/

自宅や
サロンで楽しく
介護予防

楽しみながら、脳や身体を動かすことの出来る
「レクリエーション」をやってみましょう！

桃の節句
桃の節句を可愛く
飾りましょう。

人

数

制限なし

用

具

折り紙（正方形の和紙、千代紙）
２牧、セロハンテープ

作り方

❶上図のように折り紙を折り、折り目をつけて広げる。
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❷矢印の折り目の少し手前に
切り込みを入れる。

❸上部を折り目に沿って折り、下部矢印部分を上ヘ折る。
その際、上部の三角部分の真ん中くらいで重ねる。

❹●に●を合わせるように折る。 ❺下部の先端を切り込みに通し、上部分を手前
（※反対側も向じように折る）
に折って裏返す。

❻●を中心に合わせて折る。 ❼内側から広げる。
❽顔や紙を描きましょう。
反対側も同じように折る。 （後ろ側に折ると立ちやすくなります）
後ろ側を折る。
いろいろな表情を
描いてみましょう♫

（公財）日本レクリエーション協
会のホームぺージから許可を得
て掲載しています。
掲載のレクリエーション等に
ついてのご質問や、レクリエー
ション指導者の派遣について
は、島根県レクリエーション協
会にお問い合わせください。

島根県レクリエーション協会
〒 690-0888
島根県松江市北堀町 15
（島根県北堀町団体ビル）
TEL 0852-21-7778
FAX 0852-33-7246

各地域の取り組みを応援しています
●老人クラブ活動活性化交付金の活用概要
市町村

概

要

松江市

グラウンド・ゴルフを通じた加入促進・世代間交流

浜田市

野菜と花づくり学習会、作品展を活用した展示・販売、
世代間交流、グラウンド・ゴルフ大会 等

益田市

若手・女性委員会の開催、会員加入チラシ増刷、研修会、
独居老人の会、世代間交流、益田市観光資源視察 等

安来市

入会案内チラシの作成、訪問活動強化による新規会員の掘り起こし

江津市

同好会活動の活性化

雲南市

健康づくり研修会、愛唱歌集による健康づくり、歌謡大会

奥出雲町
飯南町

会員加入促進委員会の設置、加入促進のチラシ作成
健康づくり講習会、スポーツ大会、介護予防事業
（お達者手帳、認知症予防チェックシート、長生き体操）

川本町

運動会

美郷町

美郷つどいの場づくりお助け事業（グラウンド・ゴルフ用具の貸し出し）

邑南町

クロリティ大会の開催、単位クラブへの用具貸出し

津和野町

グラウンド・ゴルフ交流会、津和野地域老連だよりの発行、日原地域老人福祉
大会

吉賀町

栃餅・鮎飯等の生産・販売による食文化伝承

海士町

研修会（会員加入促進のための取り組み、簡単で楽しい集いのあり方

西ノ島町

等）

環境整備事業、ゲームサロン、写真展示事業
デ イ ズ

季刊情報誌「しまねすまいる days」発行
健康で楽しいセカンドライフを送るのに役立つ情報や、創作発表の様子が紹介されています。
元気に明るく活躍する人や団体の姿を通じ、人生 100 年時代の生き方の参考となる情報、老人
クラブ活動等を通じて活躍される方々についても掲載されていますので、ぜひ、ご覧ください。
※「しまねすまいる days」は、本会ホームページ「お知らせ」からご覧いただけます。
実施者：島根県
発

行：株式会社 山陰中央新報社（年４回）

企画・取材：島根県高齢者福祉課、島根県社会福祉
協議会・島根県老人クラブ連合会、山陰中央新報社
※山陰中央新報に折り込み（タブロイド版）

Vol.4
3月22日
（月）発行
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令和２年度 老人クラブリーダー研修会を開催しました
西部会場（10 月 6 日）は「浜田市総合福祉セ
ンター」、隠岐会場（10 月 13 日）は「隠岐島文
化会館」、東部会場（11 月 2 日）は「くにびきメッ
セ」を会場に開催し、各市町村から会員 54 名、
会員外 17 名の計 71 名が参加されました。
講師の宮國康弘氏※１には、オンライン講義によ
り、人々のつながりと健康長寿についてデータに
基づいたお話しをいただきました。
また、集会やサロン等の集いの場で出来る健康
づくりの講義・演習では、講師の鈴木正典氏 ※ 2
から昭和の暮らしの写真や道具等を活用した「回想法」の指導をいただき、懐かしい流行曲が流れる
と、参加者から自然と歌声が聞こえる楽しい学びの場となりました。

講義（質疑応答）の様子

実技（西部会場）
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※１ 国立研究開発法人 国立長寿医療
研究センター 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
※２ 出雲市民病院麻酔科
医師 鈴木 正典 氏

実技（隠岐会場）

いきいきクラブ体操（東部会場）

わたしたちは 島根県老人クラブ連合会の活動をサポートしています

