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 シニアクラブが進める 

       地域支え合い活動事例集 

 
              は じ め に 

     

   少子高齢化や地域連帯感の希薄化などにより、近年、地域社会が大きく変

容し、高齢者を取り巻く社会環境も、医療・介護をはじめ、高齢者の孤立、

認知症高齢者の増加など諸課題が山積しています。 

私たちシニアクラブは、現在、「のばそう!健康寿命、担おう！地域づくり

を」をスローガンに、高齢者の健康づくりはもとより、高齢者相互の支え合

い活動を通じた安心・安全の住み良い地域づくり、さらには、地域の子育て

支援など、「地域の絆」形成に貢献できるように、クラブ活動を展開してい

ます。 

しかし、近年、シニアクラブは、年々会員数が減少しており、将来的に組

織の存続さえ危惧されています。 

私たちシニアクラブの活動が、地域社会にとって大切なものであり、会員

の皆様がその一翼を担っているということを改めて確認することが必要だ

と考えます。 

こうした中、シニアクラブ静岡県では、県・市町連合会連携事業を実施し

て、市町連合会や単位クラブが行う、地域の支え合い活動や、その活動の母

体となるシニアクラブ強化の取り組みに対して、様々な支援をしてまいり

ました。 

このたび、令和元年度県内各地で取組みいただいた活動をとりまとめた

「事例集」を発行することができました。 

この事例集を参考とされ、各市町連合会、単位クラブにおいて、これまで

以上に、地域支え合い活動が活発に展開されることを期待しております。 

 

 

令和 2年 3月 

                   シニアクラブ静岡県 

                     会 長 寺 田 佳 弘 
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仲間づくり促進事業



～シニアクラブ三島　徳倉八乙女会～

　実施した事項は、□にチェックを入れる。

計画の
有無

   （○×）

取組みの
有無

   （○×）

実施後の
評価

   （○×）

自治会等にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を依頼 〇 〇

自治会行事等への積極的参加と連携 〇 〇

サークル活動や講座等を積極的に企画（自治会と共催等） 〇 〇

クラブ内での会員加入促進に向けた話し合いや情報交換 〇 〇

地域の公民館や公共的施設、商店等に入会案内チラシの配架を依頼 〇 〇

クラブ未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 〇 〇

会員の配偶者が未加入の場合、積極的に入会又は行事参加を勧誘 〇 〇

クラブ会報をクラブ未加入者へ提供 〇 〇

地域内未加入者の意識調査（アンケート） 〇 〇

その他

５　目標に対
  　する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

仲間づくり推進チェック表（令和元年度）

運　　　動　　　項　　　目

・会員増強に繋がったこと

４　運動内容

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

■　役員会等で運動方針・実施内容を協議し、推進班を設置
　　　（班長以下　　　　11人）

■　全会員へ取組み内容（目標数を含む）を周知

□　その他（　　　　　　　　　　　　）

３　目標設定

会員加入数：　　　　7人、又は加入率：　　　　　　　　　％

■　自治会や会員からの情報収集によるクラブ未加入者数の把握（　人）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：　10人） 又は（加入率：　　　　　％）

□　その他（　　　　　　　　　　　　）

シニアクラブ三島
○総人口 109,965人 ○65歳以上人口 31,683人 ○高齢化率 28.8％

○シニアクラブ会員数 2,346人 ○シニアクラブ加入率 7.4％



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

R1.07.01
（推進組織構成メンバー他）
・昨年度に引き続き、加入促進部を構成して、近隣高齢者に声掛け運動を
　展開。地域イベントへの参加要請、健康維持に努めていただく
　加入促進部メンバー
　本堂、金並、山田、真田、菅野、土屋、佐藤、石田、金並(玲）、本堂(博）

　２　現状把握

・現在会員数64名
　シニアクラブ入会該当者は多数いるが、他のサークル、習い事に入って
　いるとの理由で中々シニアクラブには入会しない。

　３　目標設定

新規会員10人

　４　運　　　動

毎月1日

毎月第2木曜
R1.08.03
R1.08.18
R1.08.31
R1.09.16
R1.10.01
R1.10.12
R1.11.05
R1.11.17

その他

・徳倉八乙女会定例会
　前月行事の反省と今月の行事計画の発表。昼食後、各クラブ活動を行
　う。
・福祉センター利用日(北上地区連合会との親睦）
・徳倉盆踊り大会に参加し、八乙女会のPR活動を行う。
・近隣の子供達との納涼祭(スイカ割、流しそうめん他)開催
・防災訓練に参加して、避難所での訓練を行う
・敬老大会で、八乙女会への入会をお願いする
・健康出前講座で理学療法士の指導で体力測定
・神社祭典で餅つきを実施
・交通安全指導員による恒例となっている勉強会を開催
・北上文化プラザを利用される方との交流会実施
・地域の行事開催時は、各町内会長と協力し行事に参加。
　会のPR活動を行う。
　神社清掃、公民館の清掃を随時行っている。

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：シニアクラブ三島　徳倉八乙女会





【会への勧誘・参加ちらし】



～シニアクラブ三島　夏梅木幸生会～

　実施した事項は、□にチェックを入れる。

計画の
有無

   （○×）

取組みの
有無

   （○×）

実施後の
評価

   （○×）

自治会等にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を依頼 〇 〇 〇

自治会行事等への積極的参加と連携 〇 〇 〇

サークル活動や講座等を積極的に企画（自治会と共催等） 〇 〇 〇

クラブ内での会員加入促進に向けた話し合いや情報交換 〇 〇 〇

地域の公民館や公共的施設、商店等に入会案内チラシの配架を依頼 〇 〇 〇

クラブ未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 〇 〇 〇

会員の配偶者が未加入の場合、積極的に入会又は行事参加を勧誘 〇 〇 △

クラブ会報をクラブ未加入者へ提供 〇 〇 〇

地域内未加入者の意識調査（アンケート） 〇 〇 △

その他

５　目標に対
  　する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

・会員増の目標は10名であったが令和2年度入会予定者を含め8名の増であった。

仲間づくり推進チェック表（令和元年度）

運　　　動　　　項　　　目

・未加入者に対し夏梅木幸生会の存在とその存在意義を周知させることが出来た
・役員が仲間づくりを意識してくれたこと

４　運動内容

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

■　役員会等で運動方針・実施内容を協議し、推進班を設置
　　　（班長以下　　　　6人）

■　全会員へ取組み内容（目標数を含む）を周知

□　その他（　　　　　　　　　　　　）

３　目標設定

会員加入数：　　　　8人、又は加入率：　　　　　　　　　％

■　自治会や会員からの情報収集によるクラブ未加入者数の把握（　5人）

■　その他（　夏梅木町内は高齢化率が高く65歳以上の高齢者が多い　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：　10人） 又は（加入率：　　　　　％）

□　その他（　　　　　　　　　　　　）

シニアクラブ三島
○総人口 109,965人 ○65歳以上人口 31,683人 ○高齢化率 28.8％

○シニアクラブ会員数 2,346人 ○シニアクラブ加入率 7.4％



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

R1.09.20
（推進組織構成メンバー他）
・加入促進メンバー
　会長、幸生会役員、町内会長、各組長
　促進メンバーと協議して「仲間づくりを始めませんか？」と題して回覧を
　お願いし、今後の活動予定、行事開催などを案内した。

　２　現状把握

・令和元年の幸生会会員数は39名

　３　目標設定

・新規加入目標10名で設定。

　４　運　　　動

R1.10.11

R1.10.23
R1.10.25
R1.11.08
R1.11.13
R1.11.22
R1.12.26
R2.01.24
R2.02.07
R2.02.21

・第1回推進事業の説明と今後の計画・予定の策定を相談8名が出席され
　色々と協議する。
・第2回仲間づくり開催。カラオケ会を実施。11名参加
・第3回仲間づくり開催。公民館で麻雀と囲碁を行う。13名参加
・第4回仲間づくり開催。麻雀・囲碁を開催15名の参加
・第5回仲間づくり開催。日帰り温泉とカラオケ15名参加
・第6回仲間づくり開催。カラオケ会の開催10名参加
・第7回仲間づくり開催。忘年会を開催25名参加
・第8回仲間づくり開催。輪投げを開催13名参加
・第9回仲間づくり開催。輪投げを開催15名参加
・第10回仲間づくり開催予定。カラオケ会の予定

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：シニアクラブ三島　夏梅木幸生会













～すこやか沼津　下香貫支部連合会～

　実施した事項は、□にチェックを入れる。

計画の
有無

   （○×）

取組みの
有無

   （○×）

実施後の
評価

   （○×）

自治会等にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を依頼 ○ ○ ○

自治会行事等への積極的参加と連携 ○ ○ ○

サークル活動や講座等を積極的に企画（自治会と共催等） ○ ○ ○

クラブ内での会員加入促進に向けた話し合いや情報交換 ○ ○ ○

地域の公民館や公共的施設、商店等に入会案内チラシの配架を依頼 ○ ○ ×

クラブ未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 ○ × ×

会員の配偶者が未加入の場合、積極的に入会又は行事参加を勧誘 ○ ○ ○

クラブ会報をクラブ未加入者へ提供 ○ ○ ×

地域内未加入者の意識調査（アンケート） ○ ○ ○

その他（市、県連広報誌を有効に配布し、入会促進を図る） ○ ○ ○

５　目標に対
  　する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

・運動内容を未加入者が理解しているので今後も継続していきたい社会福祉協議会，連合自治会との
　交流を深め、相互理解の向上を図る。
・単年度での内容浸透は難しいので今後も継続していきたい。

仲間づくり推進チェック表（令和　元年度）

運　　　動　　　項　　　目

・運動内容を未加入者が理解しているので今後も継続していきたい

４　運動内容

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

■　役員会等で運動方針・実施内容を協議し、推進班を設置
　　　（班長以下　　8人）

■　全会員へ取組み内容（目標数を含む）を周知

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　目標設定

会員加入数：　　　6人

■　自治会や会員からの情報収集によるクラブ未加入者数の把握（　　　　　人）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：各単老毎に　5人）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

R1.06.10

R1.07.05

（推進組織構成メンバー他）
・役員会（16名）で補助事業応募決定
　推進班の設置8名、選任
　運動方針と実施内容を協議
　健康麻雀教室の開催、輪投げ大会・グラウンドゴルフ・ペタンク大会の実
　施、日帰り旅行の実施等で加入促進を図る。
・市連経由で申込
　決定通知を受ける

　２　現状把握

R1.07.10
R1.08.11

・各単位クラブ（9）ごとの現状掌握と報告
・連合自治会との打ち合わせ会の実施
　シニアクラブが未加入の自治会へ参加するのは難しい状況であった。

　３　目標設定

R1.7.10 ・各単位クラブ（9単ク）ごとに5名以上の加入増を目標とする。
・健康麻雀教室参加者4名以上
・輪投げ大会参加者10名以上
・グラウンドゴルフ大会参加者5名以上
・ぺタンク大会参加者3名以上とする

　４　運　　　動

R1.6月～
　　　R2.2月

・健康麻雀教室の参加者を積極的に募集
　結果、18名の参加を得、11月に大会を実施。
　毎月土曜日午前中、第三地区センターで開催。
・輪投げ大会、グラウンドゴルフ大会、ペタンク大会は初心者や元経験者の
　参加を勧める。
　結果、輪投げ大会を8月、グラウンドゴルフ大会を9月、ペタンク大会を10
　月に実施でき、参加者も増えた。
・日帰り旅行は、非会員にも参加を呼び掛けた。

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：すこやか沼津（下香貫支部連合会）



【活動の様子】





　実施した事項は、□にチェックを入れる。

運　　　動　　　項　　　目
計画の
有無

  （○×）

取組の
有無

  （○×）

実施後の
評価

  （○×）

自治会連合会にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を依頼 ○

自治会連合会行事等への積極的参加と連携 ○ ○

クラブ未設置地区のある自治会連合会に設置に向けた協力を依頼 ○

単位クラブ役員と会員加入促進に向けた話し合いや情報交換 ×

地域内の公共的施設や商店等に入会案内チラシの配架を依頼 ×

未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 ○

その他

５　目標に対
    する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

３　目標設定

・参加団体が壮寿会の活動を理解してくれた。
・子ども会（父兄を含む）と一緒に楽しむことが出来た。

・未加入者の参加が得られなかった。
・自治会と強く連携し地域全体に情報を発信することが出来なかった。
・今後未加入者の参加を受け入れる態勢を整えたいと思います。

新設・再興クラブ数：　　　　0　　　　　加入会員数：　0人

■　クラブ新設・再興目標の設定（クラブ数：　2　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：30人　加入率：　）

□　その他（　　　　　　　　　　　）

４　運動内容

～すこやか沼津　我入道連合会　壮寿会～

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

【市町・地区連合会用】　　　　　　　　仲間づくり推進チェック表（令和元年度）

■　役員会等（クラブ活動推進相談員を含む）で方針・実施内容を協議

■　単位クラブへ方針・実施内容等周知

■　その他（連合自治会へ大会開催を連絡承認を受ける。　　　　　　　　　　　　　　）

■　クラブ未設置自治会の把握　（自治会数：9）

■　管内加入率の把握　（　　30％）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

すこやか沼津
○総人口 195,039人 ○65歳以上人口 60,418人 ○高齢化率 31.0％

○シニアクラブ会員数 3,125人 ○シニアクラブ加入率 5.2％



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

2019.8 （推進組織構成メンバー他）
・8月度定例会にて
　単ク7クラブ会長と連合3役を退会担当とする。

　２　現状把握

2019.9末 ・参加希望チームは9月末までに担当に報告。
　参加の是非がない時は、双樹会より問合せ。

　３　目標設定

2019.9末 ・今年度目標を10チームとする。

　４　運　　　動

・加入促進を目的に、自治会所属の各種団体（連合自治会・婦人会・子ども
　会・体育委員会環境美化・交通安全・青少年育成・民生委員・壮寿会7単
　ク）を通じ地域の交流親睦を兼ねた「輪投げ大会｝を計画。
・地域のクラブ未設置地区からの積極的な参加を呼び掛ける。
・連合自治会との連携不足から、自治会の動きが鈍く再三協力を呼びかけ
　る。
・参加チーム確保のため、単ク会長に参加要請、練習の実施を求める。
・9～10月の定例会で参加チーム、参加者数を把握する。
・大会準備のための会合を2～3回開催。

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：すこやか沼津（我入道連合会壮寿会）



【イベント開催の告知】



【大会の様子】



～すこやか沼津　静浦支部　志下喜楽会～

　実施した事項は、□にチェックを入れる。

計画の
有無

   （○×）

取組みの
有無

   （○×）

実施後の
評価

   （○×）

自治会等にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を依頼 〇 〇 〇

自治会行事等への積極的参加と連携 〇 〇 〇

サークル活動や講座等を積極的に企画（自治会と共催等） 〇 〇 〇

クラブ内での会員加入促進に向けた話し合いや情報交換 〇 〇 〇

地域の公民館や公共的施設、商店等に入会案内チラシの配架を依頼 × × ×

クラブ未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 × × ×

会員の配偶者が未加入の場合、積極的に入会又は行事参加を勧誘 〇 × ×

クラブ会報をクラブ未加入者へ提供 〇 〇 〇

地域内未加入者の意識調査（アンケート） × × ×

その他

５　目標に対
  　する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

・もっと会員増を図りたかった。

仲間づくり推進チェック表（令和　元年度）

運　　　動　　　項　　　目

・仲間の増加、相互理解、信頼関係、体力の増強に効果があった。

４　運動内容

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

■　役員会等で運動方針・実施内容を協議し、推進班を設置
　　　（班長以下　　　　66人）

■　全会員へ取組み内容（目標数を含む）を周知

□　その他（　　　　）

３　目標設定

会員加入数：　　　　9人、又は加入率：　2％

■　自治会や会員からの情報収集によるクラブ未加入者数の把握（　100人）

□　その他（　　　　　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：　80人） 又は（加入率：　　16　％）

□　その他（　　　　　）



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

（推進組織構成メンバー他）
・役員は、会長1、副会長2、女性部長1、女性副部長1、会計1、事務局1、
　体育委員2、事業部長1、監査2、神社係1と各班班長8名、クラブ世話人
　各クラブから1～2名（兼任有）
・加入対象は、志下地内に居住する65歳以上の者で入会を希望する者で、
　健康長寿を保ち、会員相互の親睦を深め、地域社会と連携し、明るく心豊
　かな生活を築くことを目的とする。

　２　現状把握

・令和元年度会員数65名
　各クラブ活動（カラオケ部、舞踊部、コーラス部、囲碁将棋部、絵手紙
　教室、グラウンドゴルフ簿、輪投げ部、ペタンク部が活動している。）

　３　目標設定

・新入会員募集は毎年3月「喜楽会会報」発行の際、自治会の各組回覧に、
　行事報告とともにクラブ申込書を組み入れ募集実施。あるいは、会員個人
　が対個人で勧誘。

　４　運　　　動

年1回（4月）
　　　（10月）

毎月
　第1土曜日
毎月10以後
　の土曜日

・総会の開催
・敬老祝賀会「みんなでたのしむ会」と銘打って会員だけでなく自治会役員、
　子ども会と一緒に開催。
・志下八幡神社の清掃実施

・定例役員会の開催

・自治会行事への積極的な参加
・静浦支部、市連合会行事への参加協力等地域での活動をアピール加入
　促進に繋げている。

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：すこやか沼津（静浦支部　志下喜楽会）





　実施した事項は、□にチェックを入れる。

運　　　動　　　項　　　目
計画の
有無

  （○×）

取組の
有無

  （○×）

実施後の
評価

  （○×）

自治会連合会にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を依頼

自治会連合会行事等への積極的参加と連携

クラブ未設置地区のある自治会連合会に設置に向けた協力を依頼

単位クラブ役員と会員加入促進に向けた話し合いや情報交換 ○ ○ ○

地域内の公共的施設や商店等に入会案内チラシの配架を依頼

未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 ○ ○ ○

その他

５　目標に対
    する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

すこやか沼津　愛鷹支部　赤坂凌壮会

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

【市町・地区連合会用】　　　　　　　　仲間づくり推進チェック表（令和元年度）

■　役員会等（クラブ活動推進相談員を含む）で方針・実施内容を協議

■　単位クラブへ方針・実施内容等周知

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

□　クラブ未設置自治会の把握　（自治会数：9）

□　管内加入率の把握　（　　）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　目標設定

・家事に追われ気味の主婦が皆さんと楽しそうに、また一生懸命に参加してくれた。

・もっと幅広い人たちにも参加していただきたかった。

新設・再興クラブ数：　　　　0　　　　　加入会員数：　5人

□　クラブ新設・再興目標の設定（クラブ数：　2　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：5人　加入率：　）

□　その他（　　　　　　　　　　　）

４　運動内容

すこやか沼津
○総人口 195,039人 ○65歳以上人口 60,418人 ○高齢化率 31.0％

○シニアクラブ会員数 3,125人 ○シニアクラブ加入率 5.2％



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

R1.06.14
（推進組織構成メンバー他）
・赤坂自治会社協福祉委員1名、民生児童委員1名、シニアクラブ3名、
　ボランティア2名

　２　現状把握

R1.6.14 ・H30.06月時点で自治会内居住の65歳以上の方は299名です。
　内、シニアクラブ加入者45名加入率は15％です。

　３　目標設定

R1.6.14 新規加入者5名を目標とする

　４　運　　　動

R1.0717
R1.08.14
R1.9.24

R1.10.16
R1.11.05
R1.12.18

・手芸教室の開催（紙バンドによる籠づくり）
・手芸教室の開催（紙バンドによる籠づくり）
・グラウンドゴルフ教室の開催
・手芸教室の開催（紙バンドによる籠づくり）
・グラウンドゴルフ教室の開催
・手芸教室の開催（紙バンドによる籠づくり）

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：すこやか沼津（愛鷹支部　赤坂自治会老人クラブ　赤坂凌壮会）





　実施した事項は、□にチェックを入れる。

運　　　動　　　項　　　目
計画の
有無

  （○×）

取組の
有無

  （○×）

実施後の
評価

  （○×）

自治会連合会にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を依頼 ○ ○ ○

自治会連合会行事等への積極的参加と連携

クラブ未設置地区のある自治会連合会に設置に向けた協力を依頼 ○ ○ ○

単位クラブ役員と会員加入促進に向けた話し合いや情報交換 ○ ○ ○

地域内の公共的施設や商店等に入会案内チラシの配架を依頼 ○ ○ ○

未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 ○ ○ ○

その他

５　目標に対
    する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

～ふじさんシニアクラブ富士宮　育成部～

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

【市町・地区連合会用】　　　　　　　　仲間づくり推進チェック表（令和元年度）

■　役員会等（クラブ活動推進相談員を含む）で方針・実施内容を協議

□　単位クラブへ方針・実施内容等周知

□　その他（連合自治会へ大会開催を連絡承認を受ける。　　　　　　　　　　　　　　）

□　クラブ未設置自治会の把握　（自治会数：　）

□　管内加入率の把握　（　　　　％）

■　その他（　ふじさんシニアクラブ富士宮の活動を知っていただくことに重点を置く　）

３　目標設定

・広報誌の配布範囲を広げ、シニアクラブ活動のPRに重点を置いた。
・参加してみないと楽しさが伝わらないことを何度も説明し、行事に参加してもらった。
・参加していただいた後「楽しかった、来年も参加したい」との言葉をいただく。次年度には、クラブ加入
　に繋げたい

・クラブ加入のお誘いは、未組織地区ではクラブ組織化への課題も多く、強引にはできない。
　対策としてサークル活動への準会員としての参加を呼び掛け、参加が継続するようであれば、地域での
　サークル立ち上げを試みたい。

新設・再興クラブ数：　　　　0　　　　　加入会員数：　0人
※スポーツ祭り輪投げに12名参加、文化祭エアロビクスに9名参加）

□　クラブ新設・再興目標の設定（クラブ数：　　）

□　会員加入目標の設定　（会員数：　人　加入率：　％）

■　その他（　まずは準会員として行事恵参加していただき、その感想を聞かせていただく。決して加入を
　　　　　　　　急かさない。　）

４　運動内容

ふじさんシニアクラブ富士宮
○総人口 132,854人 ○65歳以上人口 37,777人 ○高齢化率 28.4％

○シニアクラブ会員数 2,748人 ○シニアクラブ加入率 7.2％



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

R1.06.06
（推進組織構成メンバー他）
・常任理事11名で構成
　育成部長、会長、副会長6名、常任理事3名

　２　現状把握

R1.6.20 ・単位クラブリーダー研修会で現状を把握する

　３　目標設定

R1.7.4 ・7月常任理事会で目標の設定を行う

　４　運　　　動

R1.07月～
　　R1.12月

・8月広報紙を発行。行事参加者を募集する。
　　　10月開催予定のスポーツ祭り
　　　11月開催予定の文化祭
　準会員としての参加を呼び掛ける。
　行事参加後、参加者へのアンケートを実施
　次年度以降の会員登録意向調査を行う

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：ふじさんシニアクラブ富士宮（育成部）







準会員での参加呼びかけ広報誌{FSC富士宮だより」より



　実施した事項は、□にチェックを入れる。

運　　　動　　　項　　　目
計画の
有無

  （○×）

取組みの
有無

  （○×）

実施後の
評価

  （○×）

自治会連合会にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を
依頼

× × ×

自治会連合会行事等への積極的参加と連携 〇 〇 〇

クラブ未設置地区のある自治会連合会に設置に向けた
協力を依頼

× × ×

単位クラブ役員と会員加入促進に向けた話し合いや情
報交換

〇 〇 〇

地域内の公共的施設や商店等に入会案内チラシの配
架を依頼

〇 〇 ×

未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 〇 〇 〇

その他 × × ×

５　目標に対
    する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

□　管内加入率の把握　（　　％）

□　その他（未設置地区はクラブの役員のなり手がなく、休部状態です。　）

～東伊豆町あじさいクラブ連合会～

３　目標設定

・今年度は、非会員向けの事業をいくつか実施することが出来た。今年度の実績とはならなかった
　が、今後の活動の方向性が見えてきたのは成果である。
・地区の行事等に積極的に参加したことで、自治会役員とのかかわりが深まり、会員以外の方に
　も一定のアピールとなったと思われる。
・単位クラブ会長と頻繁に意見交換を行い、それぞれの地区の現状を把握することが出来た。

４　運動内容

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

                         　　　　　　　　　　　　仲間づくり推進チェック表（令和元年度）

■　役員会等（クラブ活動推進相談員を含む）で方針・実施内容を協議

■　単位クラブへ方針・実施内容等周知

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■　クラブ未設置自治会の把握　（自治会数：3　）

・確かに加入者はあったが、それ以上に亡くなられたりする方も多く、会員数を増やすことが出来
　なかった。
・公共施設にチラシの配架をお願いしたが、余り持ちかえる方が無かったようなので、より効率的
   な方法を探っていきたい。

新設・再興クラブ数：0　　　　　　　　　加入会員数　4人

■　クラブ新設・再興目標の設定（クラブ数：3　）

■　会員加入目標の設定　（会員数： 20人　）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

東伊豆町あじさいクラブ連合会
○総人口 12,162人 ○65歳以上人口 5,478人 ○高齢化率 45.0％

○シニアクラブ会員数 479人 ○シニアクラブ加入率 8.7％



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

H31.4.1 （推進組織構成メンバー他）
・連合会正・福会長、各単位クラブ会長、クラブ活動推進相談
　員で構成

　２　現状把握

R1.5.9 ・昨年度、入谷クラブが解散したこと、連合会全体で会員増で
　あったこと。
・各クラブの現状等を確認。

　３　目標設定

R1.5.9 ・昨年度クラブの解散があったが、結果的に19名の会員増を達
　成できた。今年度も、これまでと同様、各クラブ目標を10名増
　とする。

　４　運　　　動

R2.1.29 ・東伊豆町あじさいクラブ連合会の看板事業は「あじさい学級」
　なのでこのあじさい学級を中心に仲間づくりを継続していきた
　い。
・グラウンドゴルフ大会、演芸大会などシニアクラブ会員でなけ
　れば参加できないイベントを広く広報することで加入に繋げ
　たい。
・昨年度、特例として「あじさい学級」に会員以外が参加できる
　回を開催したところ効果があったので今年度も同様に会員以
　外でも参加できる回を開催し、連合会活動を知っていただき
　加入促進に繋げていきたい。
・あじさい学級参加者より好評であった「スカットボール」を単位
　クラブでもできるよう貸し出し用として2台購入した。

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：東伊豆町あじさいクラブ連合会



【活動の様子】



　実施した事項は、□にチェックを入れる。

運　　　動　　　項　　　目
計画の
有無

  （○×）

取組みの
有無

  （○×）

実施後の
評価

  （○×）

自治会連合会にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を
依頼

〇 〇 ×

自治会連合会行事等への積極的参加と連携 〇 〇 ×

クラブ未設置地区のある自治会連合会に設置に向けた
協力を依頼

〇 〇 ×

単位クラブ役員と会員加入促進に向けた話し合いや情
報交換

〇 〇 〇

地域内の公共的施設や商店等に入会案内チラシの配
架を依頼

〇 〇 ×

未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 〇 〇 ×

その他 〇 × ×

５　目標に対
    する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

・役員の高齢化等に伴い、町連合会本部や各シニアクラブの役員の担い手が不足し、若手への
　引継ぎが難しくなった地区がある。

新設・再興クラブ数：2　　　　　　　　加入会員数　36名

■　クラブ新設・再興目標の設定（クラブ数：0　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：960人　）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　管内加入率の把握　（　　％）

□　その他（　　　　　）

～函南町シニアクラブ～

３　目標設定

・新規クラブが2つ立ち上がったこと
・新規サークル（小さな旅同好会）が出来、運営を始めたこと

４　運動内容

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

                                   　　　　　　　　　　　　仲間づくり推進チェック表（令和　元年度）

■　役員会等（クラブ活動推進相談員を含む）で方針・実施内容を協議

■　単位クラブへ方針・実施内容等周知

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■　クラブ未設置自治会の把握　（自治会数：16）

函南町シニアクラブ
○総人口 37,718人 ○65歳以上人口 12,045人 ○高齢化率 31.9％

○シニアクラブ会員数 835人 ○シニアクラブ加入率 6.9％



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

H31.04.04
（推進組織構成メンバー他）
・本部役員が中心となり会員加入促進5か年計画の実態調査
　を各単位クラブから回収して内容を検討する事を確認する。
・新規会員の加入促進と交流づくりの場として、「小さな旅同好
　会」と「バンド同好会」の参加者を募る。

　２　現状把握

R1.5.29 ・会員加入促進委員会で過去5か年の町連合会の会員数の
　推移を確認し、現状の課題の整理と意見交換を行う。

　３　目標設定

R1.05.29

R1.06.05

・会員加入促進委員会で審議し、今後3年間での会員加入
　目標を検討し、承認される。
・審議承認された増加目標数を報告する。

　４　運　　　動

H31.04.04
H31.04.08

R1.05.29
R1.08.22
R1.09.25
R1.11.03
R2.01.09
R2.02.04

・役員会議にて今後の加入促進実施方針を確認する。
・会員加入促進5か年計画の実態調査を回収し、新規クラブ
　のチラシを配布する。
・会員加入促進委員会を開催
・第一回小さな旅同好会打合せ
・第二回小さな旅同好会打合せ
・小さな旅同好会第一回旅行実施（浜岡原発）
・第三回小さな旅同好会打合せ
・小さな旅同好会第二回旅行実施（時の栖）

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：函南町シニアクラブ



【会員募集チラシ】表



【会員募集チラシ】裏



～シニアクラブ長泉～

　実施した事項は、□にチェックを入れる。

運　　　動　　　項　　　目
計画の
有無

  （○×）

取組みの
有無

  （○×）

実施後の
評価

  （○×）

自治会連合会にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を
依頼

○ ○ ○

自治会連合会行事等への積極的参加と連携 ○ ○

クラブ未設置地区のある自治会連合会に設置に向けた
協力を依頼

× ×

単位クラブ役員と会員加入促進に向けた話し合いや情
報交換

○ ○ ○

地域内の公共的施設や商店等に入会案内チラシの配
架を依頼

○ ○

未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 ○ 〇

その他（町主催くすのき学級入会者への案内） ○ ○ ○

５　目標に対
    する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

仲間づくり推進チェック表（令和　元年度）

■　役員会等（クラブ活動推進相談員を含む）で方針・実施内容を協議

■　単位クラブへ方針・実施内容等周知

■　その他（プラスワン委員会の活動 会員増強に関する提言のまとめ　　）

■　クラブ未設置自治会の把握
（自治会数：44地区のうち未設置17地区⇒シニアクラブ新設可能4地区）

■　管内加入率の把握　（　12％）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　目標設定

・入会案内チラシにより、問い合わせ、新規入会希望者が多くあった。
・未入会の地域住民は声掛けを待っているだけでなく、入会方法が分からなかったり、入会機会
　がないケースもあることが判明しており、積極的な声掛けや広報が効果的であることが判明し
　ている。
・今年度も町主催のくすのき学級の参加者に対し、シニアクラブだより・折込チラシを配布した。
　(年8回)4月1日から9月30日の間に会員が増加した。(全体で9名)平成2年度新規設立予定
　1クラブ。

・今年度は他事業の改革を中心に取り組んだため会員増強に関する会合の機会が少なかった。
　また、会員増強にかかる５か年計画が終了したため、翌年度以降、会員増強の取り組みを
　続けることができるようプラスワン委員会で話し合いを進めていきたい。

新設・再興クラブ数：1　(※令和2年度から）　　　加入会員数又は加入率：　　変動なし

■　クラブ新設・再興目標の設定（クラブ数：　1　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：年間50人、5カ年250人）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　運動内容

シニアクラブ長泉

〇総人口 42,893人 〇65歳以上人口 9,468人 〇高齢化率 22.1％

〇シニアクラブ会員数 1,137人 〇シニアクラブ加入率 11.7％



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

2019.04 （推進組織構成メンバー他）
・加入促進メンバー
　シニアクラブ長泉理事(参加者:各単位クラブ会長）
　プラスワン委員会(各クラブ1名選出）
　会員加入促進計画「ニコニコ+作戦」により実施方針を確認するとともに
　プラスワン委員会からの提言を周知する。

　２　現状把握

2019.12 ・12月のシニアクラブ長泉理事会において9月末現在の町内の65歳以上
　の加入率を確認。
　※9月30日現在の会員数が4月当初より増加していることを確認。
　（1,137名→1,142名　5名増）

　３　目標設定

目標はH26.08
 に設定済み

・ニコニコプラス会員増強プランで各単位クラブ2人の純増を５ヵ年進める
　ことを目標としている。

　４　運　　　動

H31.04～
　　　R元年03

1）シニアクラブ長泉総会(４月）
　　①プラスワン委員会の提言発表
　　②ニコニコ+作戦について周知・協力依頼

2）プラスワン委員会の開催(年１回）

3）広報活動
　　①広報シニアクラブ長泉の町内回覧(年２回　７月、１月）
　　②広報にチラシ折込全会員へ配布(令和２年１月）

4）その他
　　町主催くすのき学級、開催日(年８回）受付にてシニアクラブ長泉だより
　　を配布（単位クラブ会長の連絡先を添付した。）

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：シニアクラブ長泉



【活動の様子】
　加入促進チラシ(表）



　加入促進チラシ(裏）



　長泉町における地区別高齢化率とシニアクラブ加入率(R１.０９．３０現在）



　実施した事項は、□にチェックを入れる。

計画の
有無

  （○×）

取組みの
有無

   （○×）

実施後の
評価

   （○×）

自治会等にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を依頼 〇 〇 〇

自治会行事等への積極的参加と連携 〇 〇 〇

サークル活動や講座等を積極的に企画（自治会と共催等） 〇 × ×

クラブ内での会員加入促進に向けた話し合いや情報交換 〇 〇 〇

地域の公民館や公共的施設、商店等に入会案内チラシの配架を
依頼

× × ×

クラブ未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 〇 〇 〇

会員の配偶者が未加入の場合、積極的に入会又は行事参加を勧
誘

〇 × ×

クラブ会報をクラブ未加入者へ提供 〇 〇 〇

地域内未加入者の意識調査（アンケート） × × ×

その他

５　目標に対
  　する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

■　自治会や会員からの情報収集によるクラブ未加入者数の把握（　約20人）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：　9人） 又は（　  ％）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

～さわやかクラブふじえだ連合会　郡なの花会～

・町内会との連携による事業の実施には、早い段階からの話し合い等、工夫が必要であった。
・未加入者への勧誘の仕方に工夫が必要であった。

仲間づくり推進チェック表（令和　元年度）

運　　　動　　　項　　　目

・会員が増えたことにより、輪投げ大会での地区代表を獲得する喜びを得た。
・市連合会の作品展への作品制作での会員の協力が得られ親睦が深まった
・加入の呼びかけで、会員の声や感想を根気よく伝えることの大切さがわかった。

４　運動内容

１　実施方針
と
　　組織づくり

２　現状把握

■　役員会等で運動方針・実施内容を協議し、推進班を設置
　　　（班長以下　　　　9人）

■　全会員へ取組み内容（目標数を含む）を周知

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　目標設定

会員加入数：　　　　　5人、又は加入率：　　　　　　　　％

さわやかクラブふじえだ連合会
○総人口 144,941人 ○65歳以上人口 42,674人 ○高齢化率 29.4％

○シニアクラブ会員数 3,590人 ○シニアクラブ加入率 8.4％



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

H31.04.10
H31.04.15

（推進組織構成メンバー他）
・加入促進メンバー
　会長、副会長2名、会計、監査、班長4名:計9名

　２　現状把握

H31.04.10
H31.04.15

・群なの花会員数　21名
・地域未加入者　約20名

　３　目標設定

R1.5.15 ・新規加入目標　9名

　４　運　　　動

H31.04月～
　　　R2.01月

・クラブ活動のPR
　町内会役員会で「なの花会」の活動PRを行い、新会員募集に努めた。
・クラブ活動への参加促進
　輪投げ、グラウンドゴルフの練習日を定め、非会員の参加もできるようにし
　た。
　輪投げの練習場は会員の身近な場所に確保し参加し易くした。
・定例会会場の環境整備
　定例会等の活動の機転となる会館内の環境整備を行った。

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：さわやかクラブふじえだ連合会　郡なの花会



町内会への会員募集呼びかけ

「なの花会」年間活動計画





～シニアクラブ掛川　掛川支部～

　実施した事項は、□にチェックを入れる。

運　　　動　　　項　　　目
計画の
有無

  （○×）

取組みの
有無

  （○×）

実施後の
評価

  （○×）

自治会連合会にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を
依頼 〇 〇 〇

自治会連合会行事等への積極的参加と連携 〇 〇 〇

クラブ未設置地区のある自治会連合会に設置に向けた
協力を依頼 〇 〇 〇

単位クラブ役員と会員加入促進に向けた話し合いや情
報交換 〇 〇 〇

地域内の公共的施設や商店等に入会案内チラシの配
架を依頼 〇 〇 〇

未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 〇 〇 〇

その他

５　目標に対
   　 する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

３　目標設定

・この事業に数年取り組んだ成果として1クラブの再興が成った。
・例年、区長会への協力依頼を行ってきたが、今年度はアンケートにも協力いただき、地区内の
　シニアクラブへの認識確認、若手未加入者への対応について回答いただいた。

・今年度は雨が多くグラウンドゴルフ大会が2度延期となり、開催が1月にずれ、参加者への通知
　資料等の再郵送が必要となった。
・実施予定であったノルディックウォ―クが雨で実施できなかった。

新設・再興クラブ数：　1　　　　　　　　加入会員数：　　215人

■　クラブ新設・再興目標の設定（クラブ数：1　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：　100人） 又は（加入率：　　　　％）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　運動内容

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

仲間づくり推進チェック表（令和　元年度）

■　役員会等（クラブ活動推進相談員を含む）で方針・実施内容を協議

■　単位クラブへ方針・実施内容等周知

■　その他（　区長会への協力依頼、アンケートの実施　）

■　クラブ未設置自治会の把握　（自治会数：117区）

□　管内加入率の把握　（　　％　）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

シニアクラブ掛川
○総人口 117,978人 ○65歳以上人口 31,512人 〇高齢化率 26.7％

○シニアクラブ会員数 5,864人 ○シニアクラブ加入率 18.2％



様式第６号

組織名：シニアクラブ掛川　掛川支部

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

R1.5.20

R1.6.5

R1.6.13

（推進組織構成メンバー他）

・活動推進相談員　・地区代表若手委員

・活動推進相談員、地区代表若手委員で構成する
  企画広報部

・若手委員全体会議

　２　現状把握

R1.5.23
R1.7月　12月
R1.10
R1.9.27，
R2.2.10

・相談員研修会による協議
・支部館内7地区における地区懇談会の開催
・区長会へのアンケート実施
.相談員検討会で対応検討

　３　目標設定

R1.5.23 ・再開クラブ目標　1クラブ
・会員加入目標数値　100人

　４　運　　　動

R1.6～7月

R1.6.13

R1.8.1
R2.1.1

R１.10

R1.10.25

R1.11.14

R2.1.22

R2.3.18

年間通して

・第1回地区懇談会開催時に単位クラブへのアンケート
　実施　　→現状把握・早期対策・対応の検討

・若手委員全体会にて若手企画事業について協議

・企画広報部会において編集発行する「シニアクラブ
　掛川～掛川支部だより」の旧掛川市内全戸回覧
　　→区長会への協力要請
　　→未組織地域への情報発信

・全区長へのアンケート実施
　　　　→内容の精査、検討、役員・相談員による個別対応

・若手委員による第3回支部ゴルフ大会の開催
　（会員外の参加者も含む）
　　　　→未入会者への支部事業の情報発信
　　　　→未加入者との交流

・第3回支部ゴルフ大会の開催

・第2回支部グラウンドゴルフ大会の開催

・地区代表若手委員会
　次年度の若手企画事業についての協議

支部独自の加入促進パンフレットの活用

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施（計画）記録（令和元年度）



シニアクラブ掛川支部「仲間づくり促進モデル事業」

　若手委員会「第3回ゴルフ大会」

　若手委員会「ノルディック・ウォーク講習会」

             シニアクラブ掛川支部だより
　　      　№29,30を支部管内全戸回覧

　第2回支部グラウンドゴルフ大会



～シニアクラブ掛川　大須賀支部～

　実施した事項は、□にチェックを入れる。

運　　　動　　　項　　　目
計画の
有無

  （○×）

取組みの
有無

  （○×）

実施後の
評価

  （○×）

自治会連合会にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を
依頼

自治会連合会行事等への積極的参加と連携 〇 〇 〇

クラブ未設置地区のある自治会連合会に設置に向けた
協力を依頼 〇 〇 〇

単位クラブ役員と会員加入促進に向けた話し合いや情
報交換 〇 〇 〇

地域内の公共的施設や商店等に入会案内チラシの配
架を依頼

未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 〇 〇 〇

その他

５　目標に対
   　 する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

仲間づくり推進チェック表（令和　元年度）

■　役員会等（クラブ活動推進相談員を含む）で方針・実施内容を協議

■　単位クラブへ方針・実施内容等周知

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■　クラブ未設置自治会の把握　（自治会数：　）

□　管内加入率の把握　（　２1％　）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　目標設定

・特に女性未加入者の加入率を上げることを目標に、レクリエーションダンスの普及を企画した。
　年間3回、小池先生を講師として迎え、好評であった。
・今後レクダンスを通して加入促進を図っていきたい。

・女性部主体にレクダンスの普及を狙い支部全体の活性化を行ったが、休会クラブに対するアプ
　ローチが足りなかったようだ。次年度は、休会したクラブの方を巻き込んで、楽しくレクダンスを広
　めることで加入促進に繋げたい。

新設・再興クラブ数：　1　　　　　　　　加入会員数：　　人

□　クラブ新設・再興目標の設定（クラブ数：　）

□　会員加入目標の設定　（会員数：　人） 又は（加入率：　％）

■　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　運動内容

シニアクラブ掛川
○総人口 117,978人 ○65歳以上人口 31,512人 〇高齢化率 26.7％

○シニアクラブ会員数 5,864人 ○シニアクラブ加入率 18.2％



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

2019.04.04
（推進組織構成メンバー他）
1.年間2回、女性部会議を開催し、女性部を中心に事業を計画。
　未加入者にクラブ参加を呼びかける加入促進活動を実施する。
2.組織
　代表：松下静江(真砂会）副代表：中山花江(寿永会)、浅羽照子
　(浜見会）単ク女性部長11名

　２　現状把握

毎回の会議時
に報告

・レクダンスを通じてクラブに未加入の方をいかに参加させるかを
　検討。休会クラブの現状を把握しアプローチを協議する。

　３　目標設定

年間目標 ・レクダンスの楽しさを広め、シニアクラブにレクダンスを踊るために
　加入しようと思わせる魅力を作っていく。

　４　運　　　動

2019.04.04
2019.06.24
2019.07.10

2019.07.29

2019.09.02
2019.09.11
2019.10.14

2019.10.17
2019.10.20
2019.11.08
2019.12.11
2020.01.27,28

2020.02.12
2020.02.21
2020.03.12

・第1回女性部会(仲間づくりについて協議）
・市連合会女性部交流会14名　レクダンス交流会
・趣味クラブレクダンスクラブが講師を依頼して練習会を開催53名
　参加。
・県連合会地域女性リーダー交流会のレクダンス指導員養成講座
　に支部から1名参加。
・市連合会レクダンス練習会に支部女性部12名参加
・女性部主催仲間づくり事業レクダンス講習会43名　小池先生依頼
・市連合会レクダンス練習会(ふれあい広場で披露）支部から11名
　参加
・レクダンス練習会開催11名
・ふれあい広場で広報活動としてレクダンス披露13名参加
・市連合会女性部レクダンス練習会、支部から11名参加
・仲間づくり事業：女性部主催レクダンス講習会43名
・県連合会女性リーダー研修会に女性部長が参加(レクダンス
　講習会）
・仲間づくり事業：女性部主催レクダンス校講習会41名
・支部主催：「高齢者のつどい」で女性部がレクダンスを披露
・第2回女性部会開催:反省及び次年度計画協議

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：シニアクラブ掛川　大須賀支部



【活動の様子】



　実施した事項は、□にチェックを入れる。

運　　　動　　　項　　　目
計画の
有無

  （○×）

取組の
有無

  （○×）

実施後の
評価

  （○×）

自治会連合会にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を依頼 ○ ○ ×

自治会連合会行事等への積極的参加と連携 ○ ○ ○

クラブ未設置地区のある自治会連合会に設置に向けた協力を依頼 × × ×

単位クラブ役員と会員加入促進に向けた話し合いや情報交換 ○ ○ ○

地域内の公共的施設や商店等に入会案内チラシの配架を依頼 × × ×

未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 ○ ○ ○

その他

５　目標に対
    する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

３　目標設定

・地区全体の交流が図れクラブ活動に活気が出てきた。
・スポーツと健康づくりで楽しい会話ができるのが活動の目玉であり、未加入者への魅力を提案できた。
・今後、この活動に期待が持たれる。

・シニア会員の高齢化で加入促進等の活動計画に再興が必要である。

新設・再興クラブ数：　　　　0　　　　　加入会員数：　未確認

■　クラブ新設・再興目標の設定（クラブ数：11　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：440人）

■　その他（　2か月間の練習会の設定により技術の向上と会員の親睦を図れた　）

４　運動内容

～シニアクラブ浜松市　水窪地区連合会～

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

                                             　　　　　　　　仲間づくり推進チェック表（令和元年度）

■　役員会等（クラブ活動推進相談員を含む）で方針・実施内容を協議

■　単位クラブへ方針・実施内容等周知

□　その他（　　　　）

■　クラブ未設置自治会の把握　（自治会数：11）

■　管内加入率の把握　（　36.1％）

■　その他（　会員の高齢化により活動内容の再興が必要　　　）



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

2019.08.20

2019.10.09

（推進組織構成メンバー他）
・連合会役員会において構成メンバー及び実施計画の素
　案を協議委員13名を選任
・推進委員会の開催
　本部役員が中心となり活動計画案を協議決定する。
　グラウンドゴルフを通した中での加入促進事業とする。

　２　現状把握

2020.02.01 ・地域の高齢化が進んでおり、2020年人口は1,944名
　65歳以上　1,218名で高齢化率は61.73％と非常に高い。
　現在の会員数440名、加入率36.1％

　３　目標設定

・人口減、会員減に対し今後、クラブ活動の課題について、
　広く意見を聴取協議し、対策を講ずる必要がある。

　４　運　　　動

2019.09.20

2019.10.18～
2019.12.10
2019.12.13

・活動計画案を地域住民及び会員へPR
　「みんなで楽しく、グラウンドゴルフで体を動かそう」
・事業参加者の全体会議を開催
　活動趣旨説明とグラウンドゴルフ技術指導と練習の実施
・毎週火・金延べ15日間実施
　於：水窪グラウンド

・練習の成果を披露
　第1回水窪地区連合会主催グラウンドゴルフ大会を開催

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：水窪地区連合会



【活動の様子】



～浜北支部　西友会～

　実施した事項は、□にチェックを入れる。

計画の
有無

   （○×）

取組みの
有無

   （○×）

実施後の
評価

   （○×）

自治会等にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を依頼 〇 〇 〇

自治会行事等への積極的参加と連携 〇 〇 〇

サークル活動や講座等を積極的に企画（自治会と共催等） 〇 〇 〇

クラブ内での会員加入促進に向けた話し合いや情報交換 〇 〇 〇

地域の公民館や公共的施設、商店等に入会案内チラシの配架を依頼 × × ×

クラブ未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 〇 〇 〇

会員の配偶者が未加入の場合、積極的に入会又は行事参加を勧誘 〇 〇 ×

クラブ会報をクラブ未加入者へ提供 × × ×

地域内未加入者の意識調査（アンケート） × × ×

その他

５　目標に対
  　する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

・60～70代の方の入会を募れなかった。
・入会したが、月例会の出席率が達成できなかった。

仲間づくり推進チェック表（令和　元年度）

運　　　動　　　項　　　目

・会員の紹介と講演活動などにより入会者があり、日頃の活動が認められ良かった。

４　運動内容

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

■　役員会等で運動方針・実施内容を協議し、推進班を設置
　　　（班長以下　　　　11人）

■　全会員へ取組み内容（目標数を含む）を周知

■　その他（　他の同好会員に入会をアピール　）

３　目標設定

会員加入数：　　　　5人

■　自治会や会員からの情報収集によるクラブ未加入者数の把握（　250人）

■　その他（　一人暮らしの人の把握を民生委員に協力依頼　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：　60人） 又は（加入率：　　10　％）

■　その他（　月例会出席率50％　　）

シニアクラブ浜松市
○総人口 802,728人 ○65歳以上人口 218,947人 ○高齢化率 27.3％



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

2019.04
（推進組織構成メンバー他）
・月例会後、役員会を開き仲間づくり促進事業の説明を行
　い、会全員で事業に取り組むことを確認した。

　２　現状把握
2019.04

・現状60～70代の会員が少ない。
・自治会世帯数の割に会員が少ない。

　３　目標設定
2019.04

・目標を　会員数60名　10％のアップとする。
　特に60～70代の若手高齢者会員の増を目指す。
・会員の例会への出席率向上を図る。

　４　運　　　動

2019.04～
2020.01

2019.07～
2019.12

2020.01

・室内運動用具を使ったゲーム大会を3回実施

・講演会、出前講座の実施
　7月　　浜松医大　健康教室
　11月　 北斗わかば病院　健康教室
   12月　くすりの東海堂　お薬の知識について

・幼稚園児とのグラウンドゴルフでの交流会を実施
・民生委員を通して、ひとり暮らしの高齢者に入会を勧めて
　いただく。

 注：この表は、「仲間づくり推進チェック表」の実施明細として記録して下さい。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：浜北支部　西友会



【活動の様子】
 自治会で配布した入会申込書





　実施した事項は、□にチェックを入れる。

運　　　動　　　項　　　目
計画の
有無

  （○×）

取組みの
有無

  （○×）

実施後の
評価

  （○×）

自治会連合会にクラブ紹介や入会案内チラシの配布を依頼 ○ ○ ○

自治会連合会行事等への積極的参加と連携

クラブ未設置地区のある自治会連合会に設置に向けた協力を
依頼

○ ○ ×

単位クラブ役員と会員加入促進に向けた話し合いや情報交換 ○ ○ ○

地域内の公共的施設や商店等に入会案内チラシの配架を依頼 ○ ○ ○

未加入者に対するクラブ事業への体験機会を提供 ○ ○ ○

その他

５　目標に対
    する実績

６ 取り組んで
 　良かった点

７ 反　省　点

～こ・い・き・れ・ん（湖西いきいきクラブ連合会）～

１　実施方針と
　　組織づくり

２　現状把握

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仲間づくり推進チェック表（令和　元年度）

■　役員会等（クラブ活動推進相談員を含む）で方針・実施内容を協議

■　単位クラブへ方針・実施内容等周知

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■　クラブ未設置自治会の把握　（自治会数：　　2　）

□　管内加入率の把握　（　　　　　　　　　％）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　目標設定

・40単位クラブの年3回の加入促進会議で「なぜシニアクラブに入らないのか？」をアンケート
　調査、今後の活動への目標の統合ができた。

・会員加入運動は新規事業も取り入れて活動しているが、未会員の参加者も増加傾向だが、加入
　率が低い。
・40名の加入促進委員は入会しない理由の最大の課題が「役員の成り手がない」と認識しているが
　その解決策を見つけられずにいる。

新設・再興クラブ数：　　　　0　　　　　加入会員数：　2,094人

■　クラブ新設・再興目標の設定（クラブ数：　1　）

■　会員加入目標の設定　（会員数：　2,219人） 又は（加入率：　　％）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　運動内容

こ・い・き・れ・ん
○総人口 59,640人 ○65歳以上人口 16,230人 ○高齢化率 27.2％

○シニアクラブ会員数 2,147人 ○シニアクラブ加入率 13.2％



様式第６号

仲間づくり推進
チェック表項目

年月日 内　    　　　 　容

　１　実施方針と
　　　組織づくり

2019.７.12
2019.12.21
2020.３.22
　　   (予定）

（推進組織構成メンバー他）

①湖西いきいきクラブ連合会として単位クラブ毎に加入促進委員を設け、
　 年３回の会員加入委員会を開催し、単位クラブの抱えている課題
　 及び成功事例を発表し水平展開を図る。また、来年度に向けた
　 こいきれんとしての活動内容を検討し、会員増減の確認と 対策の検討
　を実施。

②女性部の活動のレグダンスに会員以外の人達に声を掛け参加
　 してもらい輪を広げる。

③過去に解散された単位クラブへのアクション途中経過発表や課題につ
　いて会員加入促進委員と協議検討を実施

④解散の最も多い要因の「会長のなり手がない」について、単位クラブご
　とにルール化の検討をしていただくことになりました。

⑤写真広報部を中心に地域活動状況を収集、いきいきクラブ通信で発表

　２　現状把握

①単位クラブ毎に促進活動計画を作成し、各々抱えている課題を確認
②特に若手男性への「仲間づくり」の呼びかけ活動してもなかなか進まな
　い。

　３　目標設定

①各単位クラブ毎に仲間づくり（新規会員）の目標の設定。
②こいきれん合同レク発表会での参加呼び掛け。
③女性部ふるさと探訪での合同イベント開催。

　４　運　　　動

2019.05.18
①３H運動の実施（一人が一人に一声かけよう！）
　 今年度、当クラブ新規会員獲得するため28年度作成した
 　リーフレットを増刷し、会員一人が一人の新規会員獲得を
  　合言葉で活動。

②こいきれん全体のレク発表会を開催し、270名が参加。未会員55名が
　参加してくれたので、楽しさを分かってもらった。

③女性部のふるさと探訪では、ヘアケア・スキンケアを製造する豊橋工場
　を見学。

仲間づくり促進モデル事業実施記録（令和　元年度）

組織名：こ・い・き・れ・ん（湖西いきいきクラブ連合会）



仲間づくり促進モデル事業　記録

①合同レクリェーション活動の様子



②歴史探訪　ふるさと訪問



会員加入促進委員会　アンケート結果　

　　 参加者人数　34人/39 会員加入促進委員

委員長　木本政博

促進活動でうまくいった点 個数 率 苦労した点 個数 率

各種行事への参加　勧誘・
実体験

11 31.4% 団体活動に興味がない 12 25.5%

身近な人への声掛け 6 17.1% 他グループで活動している 7 14.9%

加入促進目標の設定 5 14.3%
老いていることをあえて自
覚しない。

7 14.9%

声掛け推進 5 14.3% 役員をやりたくない 6 12.8%

自治会・他団体との協業 4 11.4% 誘っても拒絶される 5 10.6%

役員への前準備 2 5.7% まだ現役 2 4.3%

役員会・他で方策検討 2 5.7% 夫婦・家族の反対 2 4.3%

その他 6 12.8%

　　所  感

1.昨年に比べ会員加入の促進に関して、委員の皆さんが熱心に考え、具体的な行動している状況

　がよ〈分るようになった。特にレクダンス・旅行等各行事への参加の呼びかけが目立った。

2.全体的には自治会他の団体と協業しPR活動を、個別には活動のリーダーや親しい知人が誘う

　方法が良さそうだ。

3.現状把握もなぜ(どうして)という中身が少しずつ明確になってきて、対策への足掛りになりそうだ。

　どうしても入会したくない人、誘い方によっては入会しそうな人の層別も必要のようだ。

4.活動目標を明確にし、定期的に加入活動をフォローしている単老クラブを更に増やしたい。

5.未加入者に積極的に声をかけ、レクダンスや旅行に誘い実体験をしてもらい加入につなげる事例

　が報告されている。特に親しい人の声かけの効果が大きいようだ。

6.勧誘する際「いきいきクラブ」をよく理解してもらえるPR用のツールの必要性はないか?

　やみくもでは駄目だろう。

2019/12/17



地域クラブ活性化推進事業



 

 

 

 

 

 

～賀茂圏域 1市 5 町の取組み～ 

《慨況》 

事業名 内容 

 

賀茂圏域グラウンドゴルフ大会 

 

日 時：令和元年 10月 31日(木) 

講 師：南伊豆町 青野川ふるさと公園 

参加者：111名  

内 容：下田市及び賀茂郡内１市５町の会員の交流、健

康づくりを目的にグラウンドゴルフ大会を開

催 

 

 

《成果》 

 1.賀茂郡老人クラブ連合会(東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)と下田市が、

地域クラブ活性化を目的に協議し共催事業として実施できた。 

 

 2.グラウンド・ゴルフ協会等に所属しているクラブ会員が、大会の実施、運営等に協力し、

相互協力による大会が実施できた。 

 

 3.各市町連合会では、グラウンド・ゴルフの取組みに差があり、初めてプレーする会員に

ベテラン会員がルールを教えるなど、会員の交流とスポーツ事業の啓発が図られた。 

  

 4.休憩時間を利用して、選手として参加している各市町連合会の現役員と旧役員が交流し、

意見交換することが出来た。 

 

《今後の方針》 

 

 1.圏域での交流の活性化、地域会員の活動の励みともなるので、来年度以降も、引き続き

同様に開催する計画である。 

 

 2.若手会員や会員以外の参加ができるよう計画し、会員加入の一助としたい。 

 

賀茂郡老人クラブ連合会 

○総人口  63,594人 ○65歳以上人口  27,082人 ○高齢化率 42.6％ 

○シニアクラブ会員数  3,442人    ○シニアクラブ加入率  12.7％ 

 



【活動の様子】 

  



 

 

 

 

 

 

～賀茂圏域 1市 5 町の取組み～ 

《慨況》 

事業名 内容 

 

賀茂圏域シニアクラブ 

演芸大会 

 

 

 

 

日 時：令和元年 11月 29日（金） 

    09：30～15：00 

会 場：下田市民文化会館 大ホール 

来場者：賀茂圏域シニアクラブ会員中心に 約 300名 

出演者：1市 5町より 41組 183名 

内 容：合唱、カラオケ、舞踊、ダンス、民謡等 

 

 

 

《成果》 

 

  伊豆賀茂地区は、地理的条件、交通条件に阻まれ、なかなか県連合会主催の大会に参加する

ことが困難であり他地区との交流が実施できなかった。 

連携事業の中でグラウンドゴルフ大会を開催してきたが、芸能・文化面での交流がなかった

ので、27年度より賀茂圏域 1市 5町が協力し“演芸大会”という形で開催した。第 5回となっ

た今年度は、圏域内での認知度も上がり出演、参加を心待ちにする会員も増え、地区のシニア

クラブ相互の親睦の深化、クラブ会員の気持ちの活性化に大きな効果があった。 

今年度は司会を西伊豆町の会員の肩が担当するなど、開催地下田以外の会員の積極的に協力

する姿も見られました。 

 

《今後の方針》 

 

  第 5 回目の芸能大会も、会員相互の良い交流の場となり親睦の深化及び出演することでの気

持ちの張り、活性化に大きな成果が上がった。 

次年度も是非、継続開催をしたい。 

回を重ねるごとに演出に工夫を凝らす方が増え、それを楽しみに来場される方も多く見られ

た。会員の交流ばかりでなく地域高齢者の励みになるような開かれた大会としていきたいもの

である。 

 

 

賀茂郡老人クラブ連合会 

○総人口  63,594人 ○65歳以上人口  27,082人 ○高齢化率 42.6％ 

○シニアクラブ会員数  3,442人    ○シニアクラブ加入率  12.7％ 

 



【活動の様子】 

           

 



        



 

 

 

 

 

 

～いきいきクラブ伊東～ 

 

《慨況》 

内 容 

〇パソコン教室 

 

 

日 時：平成 31 年 4 月～令和 2 年 3 月 

会 場：旧伊東市保健福祉センター 

参 加：14 名  

実施日：毎月 3 回程度（月曜日）8 月を除く 年間 30 回程 

                           （令和 2 年 2 月 3 日現在） 

実施月 第 1 回 第 2 回 第 3 回 合計 

4 月 15 日 9 22 日 7   16 人 

5 月 13 日 7 27 日 10   17 人 

6 月 3 日 9 17 日 9 24 日 8 26 人 

7 月 1 日 10 8 日 10 22 日 10 30 人 

8 月 休み   0 人 

9 月 2 日 11    11 人 

10 月 21 日 9 28 日 11  20 人 

11 月 11 日 11 18 日 11 25 日 10 32 人 

12 月 2 日 9 9 日 8   17 人 

1 月 20 日   12 27 日    9  21 人 

2 月 3 日 11  日   日  11 人 

3 月  日       

         令和 2 年 2 月 3 日まで計 21 回・延べ 201 人 

 

 

 

 

 

 

いきいきクラブ伊東 

○総人口  68,861 人 ○65 歳以上人口  28,721 人 ○高齢化率 41.7％ 

○シニアクラブ会員数  1,414 人     ○シニアクラブ加入率  4.9％ 

 



《成果》 

〇パソコン教室 

ワードを使った文書・案内状・活動紹介の作成のほか、エクセルによる表や集計表な

どの作成、あるいは日常生活での活用法を学んでいる。 

また、加入促進運動計画における広報活動にも協力いただいている。 

 

1. 単位クラブ会報発行に向けての協力 

所属会員（出席できない会員）にも行事案内や現況報告ができるよう作成協力。 

2. 未加入者への加入案内チラシの作成 

  加入促進月間時に加入申込書をつけて作成し、各クラブへ配布。 

3. スコア表等の作成 

  グラウンドゴルフ等のデータベース化により、連合会の事務作業を効率化。 

4. その他 

  パソコン教室は、技能習得への興味から入会を希望する場合もあり、会員加入促進にも繋が

っている。 

 

 

 

 

 

 

《今後の方針》 

パソコン教室開催事業 

・クラブの広報誌活動や事務作業の効率化のみならず、意欲のある高齢者の学びの場とし

て、また、クラブ活動活性化にも役立っている。 

・他クラブ所属会員とのコミュニケーションもとれ、本会の活動目標であるクラブ間交流

の場にもなっている。 

・今後、会報を発行する単位クラブもわずかであるが、少しでもその数が増えるよう、教

室を継続していきたい。 

・ベテラン会員から初心者まで一緒に学んでいるが、講師がレベルに合わせご指導くださ

るので、いつでも入会できる。 

・本活動が、加入促進活動にも繋がっていることから今後も継続していきたい。 

 

 

 

 

 

 



 

 

    



 

 

 

 

 

 

～シニアクラブ三島 東部地区会～ 

《慨況》 

 

・東地区会の会員が集う三島市老人福祉センターで皆が一緒になって楽しく参加できる交流の場づくりを

昨年に引き続き実施しました。 

令和元年 8 月 1日 

 山ノ内克彦氏のギター伴奏で「マナビスト連絡会」と「皆で歌って健康寿命を延ばそう」をおこなう。 

 童謡・唱歌の背景説明で、昔を思い出しながら、元気に楽しく歌いました。全 12曲 

             会場：三島市老人福祉センター 参加者 78名 

令和元年 10月 3日 

 「マジックショーを楽しみましょう」を三島マジッククラブに依頼して、高田会長以下 5 名のマジシャン

の妙技を楽しんだ。中国マジック、時計マジック等、ネタが見えたり見えなかったりと、決まれば拍手喝

采！トリを務めた東部地区連の会員のマジックに会場は大いに盛り上がりました。 

             会場：三島市老人福祉センター 参加者 84名 

令和元年 11月 7 日 

 「折り紙で指の運動」をマナビスト連絡会の中野弘子氏の指導で行いました。今回は、折り紙の基本の折

り方を教り、それをベースに「鯨」「羽ばたく鳥」を制作。子どものころにやったことを思い出した人や

四苦八苦する人、様々でしたが皆楽しく学ぶことが出来たようです。 折り紙参加者 20名(うち男性 1名) 

             会場：三島市老人福祉センター 参加者 81名 

令和元年 12月 5日 

 「みんなのライブ～その 2～」を克塾塾長の山ノ内さんと新な塾生 3 名が加わり実施した。 

 山ノ内さんの司会・ギター伴奏に合わせ全員合唱、英語の歌にもチャレンジ、塾生の演奏披露、飛び入り

で会員のハーモニカとギターの競演が入るなど楽しい一時を過ごしました。 全 12曲 

             会場：三島市老人福祉センター 参加者 82名 

令和 2年 1月 9 日 

 「加茂保育園児とのふれあい交流会」の実施。 

 園児 18 名で可愛い歌の合唱・魚の帽子を被ってのパフォーマンスの後、会員の席の中に入っての手遊び

交流などで非常に元気な園児のパワーを貰い、皆さん最高の笑顔でした。 

             会場：三島市老人福祉センター 参加者 92名 

令和 2年 2月 6 日 

 全員参加型の「みんなで歌うカラオケ」を実施。 

 事前に青春ソング・デュエット・懐かしい思い出の歌などの曲名を決め、各単クから出演者を募り、7 ク

シニアクラブ三島 

○総人口  109,965人  ○65歳以上人口 31,683人  ○高齢化率 28.8％ 

○シニアクラブ会員数  2,346人       ○シニアクラブ加入率  7.4％ 

 



ラブの参加で実施した。デュエットでは他のクラブ会員と組んだり、男性同士で歌う方もあったり、グル

ープでの出演もあるなど多彩。会場からは手拍子が出たり、一緒に歌ったり、大変な盛り上がりを見せ大

変楽しいひと時となった。最後に「荒城の月」のハーモニカの独奏を聴いていただいた。 全 14 曲 

             会場：三島市老人福祉センター 参加者 95名 

 

 

《成果》  

 

・三島市老人福祉センターでの行事の一環として実施した。 

 通常のセンター利用日は、テーマ毎に講師が説明する講座とカラオケが好きな人が歌ったり、仲間同士で

話して過ごしていました。本事業は昨年に引き続き会員が双方向で参加する「みんなで歌う」「指を使う」

「楽笑(合唱)」「園児とのふれあい」「笑う・笑顔」などで健康寿命を延ばそうを目的とし、内容を見直し

新たに「マジックショー」を加えて実施した。 

 センター参加者も 1月には 90名を超え、2月には 95名となりました。参加者からも、お互いを知り「新

しい仲間ができた。」単クからも「仲間意識の向上が計られ新しい楽しみが出来た」と好評である。 

 

 

《今後の方針》 

 

・昨年に引き続き実施した本事業は、会員の皆様に大変好評であった。 

 東部地区会では、参加者 100 名越えを目指して、会員が楽しめる参加型イベントとして継続したく思い

ます。 

・会員間の交流の促進、絆づくり、仲間づくりの輪が広がり、フレイル予防にも効果があるものと思われま

す。更に、地域の非会員の方々に「こんなにも楽しいことを行っている」と知ってもらうことは加入促進

にもなることなので、東部地区会役員の皆さまと有効な広報の仕方を検討していきたく思います。 

 

【活動の様子】 

    



   

 

 

 

   

 

 

 

   



 

 

 

 

 

～東伊豆町あじさいクラブ連合会～ 

《慨況》 

①輪投げによるクラブ活性化 

 日 時：令和元年 5月 14日（火） 

 会 場：東伊豆町役場 大会議室 

 参加者：会員を中心に約 77名 

 内 容：輪投げ対抗戦（※各地区ごとの選手による対抗戦） 

  

 日 時：令和元年 7月 25日（木） 

 会 場：東伊豆町役場 大会議室 

 参加者：会員を中心に 76名 

 内 容：輪投げの練習と敬老会踊りの練習(熱川囃子、炭坑節) 

②クラブ加入の価値の向上 

 日 時：令和元年 10月 23日（水） 

 講 師：東伊豆町社会福祉協議会、町保健師 

 参加者：会員を中心に 76名 

 内 容：ランチョンマット作りと保健師による健康に関する話 

 

《成果》 

○今年度の健康づくり事業は、「輪投げ」「スカットボール」を中心に据えた。 

 輪投げ大会は皆、和気あいあいと楽しそうに出来、盛り上がった。 

 敬老会は地域のケーブルテレビでの放送があり、練習にも皆、力が入っており随所で、

お互いにアドバイスを送ったり、教え合う姿が見られた。 

○ランチョンマット作りは、気に入った柄の布を持ち寄り思い思いのマットを作り、持ち

かえっていた。中には家族の分まで作る会員もいた。 

○保健師からは口腔に関する話があり、会員も興味深そうに聞き入っていた。 

 

《今後の方針》 

・今後も引き続き、会員同士が明るく楽しくできるような事業を考え恵贈実施していきた

い。 

・参加者が地域に帰って、成果を披露しているようでクラブ活性化に役立っているよう

だ。 

 

東伊豆町あじさいクラブ連合会 

○総人口  12,162人  ○65歳以上人口 5,478人  ○高齢化率 45.0％ 

○シニアクラブ会員数  479人       ○シニアクラブ加入率 8.7％ 

 



【活動の様子】 

 

 

 

 

 

                         

  



 

 

 

 

 

 

～函南町老人クラブ連合会～  

《概況》 

 

『介護予防講座 オーラルフレイル』の開催 

開催日：令和 2年 1月 22日(水) 13：30～ 

会 場：函南町保健福祉センター2階 

 

 ・19の単位クラブから若手の会員各々5名程度募り、介護予防講座として「オーラルフ

レイル」といったテーマで、わかば歯科クリニックの浅井先生と、芹澤歯科医院の芹

澤先生をお招きし講座を開催した。 

 ・お口の健康から見たフレイル予防という事で、口腔ケアや食べることの大切さ、そこ

からくる栄養摂取のことなど、口に関するあらゆる課題について丁寧に説明を受け、

そこからのフレイル予防の方法や体操等を学んだ。 

 ・参加者も熱心に講座を受けて、講座後も多数の質問もあり有意義な講座となった。 

 

 

《成果》 

 

・今年度は若手委員会で会員が今後とも健康活動を通して若さを保ちながら健康で過ご

せるようにするためにはスポーツや健康維持を目的とした活動を実践していくことが

決まった。 

 スポーツに関してはペタンク、グラウンドゴルフ、輪投げを中心に会員が楽しく参加で

きるようなスポーツ大会を実施、継続ができるようにルールの再確認や参加者を増やす

対策を検討した。 

 健康維持のための勉強会として、今年度は歯科医師をお招きして「オーラルフレイル」

をテーマにした介護予防講座を開催した。参加者も講師のお話にしっかり耳を傾け、日

常取り組めることを学ぶことが出来た。是非参加者は、地域へ帰って広く他の会員に得

た知識を伝えていただきたいものです。 

・専門家を招いての講座は、普段学ぶことが出来ない知識や技術を得る良い機会であり、 

 日常に活かしていきたいものです。 

 

 

 

函南町老人クラブ連合会 

○総人口 37,718人 ○65歳以上人口  12,045人    ○高齢化率 31.9％ 

○シニアクラブ会員数  835人      ○シニアクラブ加入率   6.9％ 

 



《今後の方針》 

 

・専門家を招いての講座を開催することで、健康維持に必要な知識・技術を得ることが出

来た。こういった学びの機会は非常に有効であり、今後もそれぞれの専門家を招き、有

効な知識を学んでいきたい。 

また、スポーツを通しての健康維持や会員増加で地域の高齢者の活性化に繋げていきた

い。 

 

   

【活動の様子】 

         

         



    

                    



 

 

 

 

 

～シニアクラブ長泉～ 

〔概 況〕 

〇交流研修会 

内 容：町交通安全指導員による交通安全指導と裾野警察署による生活防犯講座。 

活動日：全 8 回 10：00～11：30 福祉会館利用日に実施 

会 場：長泉町福祉会館 4 階会議室、2 階研修室 

人 員：１回平均 30 名の参加 

〇長泉音頭＆レクリエーションサークル 

内 容：長泉音頭の練習と啓発、レクリエーションダンス 

会 場：いずみの郷 3 階集会室 

人 員：30 名～100 名 

練習日：全 8 回 

行 事：6/20 輪投げ大会（ウェルピア長泉） 

9/19 スポーツ大会（ウェルピア長泉） 

     10/20 福祉健康まつり（大広間舞台） 

      11/24 町産業祭（ニコニコ広場） 

〇健康マージャン大会の開催 

内 容：「（お金を）賭けない」「（お酒を）飲まない」「（煙草を）吸わない」の３原則から「仲間づ

くり・生きがいづくり・健康づくり」を図る健康マージャンの大会を開催した。 

活動日：年 3 回 ※第 4 回は、新型コロナウイルス感染症予防のため中止 

人 員：24 名～28 名 

〇学び直し教室 

内 容：幅広い知識を仲間とともに楽しく学び、仲間とのコミュニケーションを深める学習教室。 

活動日：年 30 回（火曜日） 10：00～11：30 

会 員：約 35 名登録 毎回 20～30 名程度の参加 

 

 

 

 

〔成 果〕 

 

〇交流研修会は、町交通指導員による交通安全指導と裾野警察署による振り込め詐欺防止対策講座

を中心に開催し、シニア世代の交通事故防止と近年増加している振り込め詐欺防止の啓発を推

進することができた。また、２～３地区と合同で実施することで町内に分布した地区ごとの交

通事情を把握することもできた。全 8回とも会員 30名程度が参加し、一定の成果を得ていると

思われる。 

〇長泉音頭＆レクリエーションダンスサークル活動は、町行事に積極的に参加することで「シニア

ブ長泉」を紹介することで町内でシニアクラブの存在感を向上させることを目的としている。

また、長泉音頭を一緒にやりたいと若年世代が入会している例もあり、会員増強目的でもある。

年間８回ほど全体練習会を設け、練習では、踊りやダンスの他におしゃべりなどサロン的・居場

シニアクラブ長泉 

〇総人口  42,893 人  〇65 歳以上人口 9,468 人   〇高齢化率 21.8％ 

〇シニアクラブ会員数 1,137 人      〇シニアクラブ加入率   12.0％ 



所的な雰囲気のなかで介護予防的な効果も期待されている。練習には毎回 30～80名以上が参加

し、行事では、30～100名程度が参加して増加傾向にある。なお、練習後に、折り紙サークルの

活動も活動も併せて実施している。 

〇健康マージャンサークルは、「（お金を）賭けない」「（お酒を）飲まない」「（煙草を）吸わない」 

の３原則から「仲間づくり・生きがいづくり・健康づくり」を設立した。健康マージャンサー

クルに入会するためにシニアクラブに入会した方もあったことから会員加入促進の効果もあり

継続実施している。好評な健康マージャン大会は年 3回開催した。（６・９・１２月）※4回目

は新型コロナウイルス感染症予防のため中止した。 

〇学び直し教室は、学校のような雰囲気の中での学習を通じて、脳の活性化と仲間づくりを目的

とした学習会で年間 30 回ボランティア講師のご協力のもと開催した。計算ゲーム、古文、漢詩

から世界の国旗、仏像の見方、国際情勢など幅広い学習を仲間とともに楽しく学んでいただい

だ。脳トレとは違い積極的に勉強したい方を対象としているため有意義な勉強会となっている。

当番制で朝礼の挨拶と授業終了後の感想を述べていただく場を設けているため必然的に参加意

識を向上させ、講師と勉強仲間のコミュニケーションを図っていただいている。好評のため生

徒は増加している。 

 

 

 

 

〔今後の方針〕 

 

〇交流研修会は、シニア世代の交通安全と振り込め詐欺等生活防災の啓発、会員の交流事業とし

て継続して実施する。 

〇長泉音頭サークルは、シニアクラブの看板事業、サロン的・介護予防的健康事業であり、レクリ

エーションダンスも取り入れ、女性部を中心に活動していることから今後も積極的に事業展開

することで活動ＰＲと会員増強にも繋がることから継続する。 

課題としては、男性の参加が少ないので男性も気軽に参加できるような体制・対策を取り入れて

いきたいためプラスワン委員会（若手委員）とのコラボレーションを期待したい。 

〇健康マージャンサークルは、「（お金を）賭けない」「（お酒を）飲まない」「（煙草を）吸わない」

の３原則から「仲間づくり・生きがいづくり・健康づくり」を図っている。60 代～80 代はマー

ジャンができる世代のため会員増強にもなっている。 

最近は地区単位クラブでも健康マージャンサークルを実施していることから大会等のイベント

も継続して実施していきたい。 

参加人数増加のため３人マージャンを導入したが不評であったため、人数合わせを極力行って

いる。 

〇学び直し教室は、脳の活性化と仲間づくりを目的とした学習会で年間３０回開催した。計算ゲ

ーム、古文、漢詩から世界の国旗、仏像の見方、国際情勢など幅広い学習を仲間とともに楽しく

学んでいただいた。脳トレとは違い積極的に勉強したい方を対象としているため有意義な勉強

会となっている。学校感覚に近く当番制で朝礼の挨拶と授業終了後の感想を述べる機会を設け

ているため参加意識を向上させ、講師と勉強仲間のコミュニケーションを図っていただいてい

る。講師と生徒とも学習会の継続を望んでいることから、生徒を追加募集して拡大を図りたい。

この教室への入会を求めてシニアクラブに入会するケースも多くなっている。 

 

 

 



【活動の様子】 

 

 

 

 

 

健康マージャン大会 

生活防犯講座 

長泉音頭＆レクダンス 



 

 

 

 

 

～さわやかクラブやいづ連合会～  

《概況》 

 

1.組織づくり啓発のための研修会 

 日 時：令和元年 6月 28日(金) 13：30～16：00 

 会 場:焼津公民館 第 5・6会議室 

 参加者：43名 

 参加対象者：三役、支部長(理事。活動推進相談員)、副支部長、女性委員、若手委員、単ク会長 

 

 1）単クの充実のため 60代～の新規加入者の加入促進を図る為の具体的な目標を立てる。 

   芸能祭などで市内の団体との交流を通じて加入を勧める。 

   ◆加入促進活動期間：8月の理事会～令和 2年 2月と決定 

   ◆加入目標：各単ク最低 5名 

   ◆加入促進のための活動費を各支部に支給 

  ○加入対象者の訪問計画、数、結果を理事会で報告 2 月には独自で制作した加入促進チラシ

を対象者に配布(800枚) 

  ○芸能祭に参加する市民団体に加入を勧める。ダンスクラブ、剣舞クラブ、踊りグループ七

福神会等 

 2）これからのクラブにとって重要な事業となる友愛活動を全単位クラブで具体的に実施するた

めに説明会を開催する。(研修会を 2回開催。友愛訪問を実施できるようにしていく) 

 3）大井川地区との交流を深め説明会などを通して加入を勧めていく 

 

2.健康教室・講演会の開催 

 日 時：令和元年 7月 9日(火)  10：00～12：00 

 会 場：焼津文化会館 小ホール 

 参加者：124名(寿大学受講生) 

 講 演：「女性のための健康維持と病気の予防」  

講 師：岡本石井病院 産婦人科医師  白男川 邦彦 先生 

    「高齢者のための目、鼻、耳の健康維持」 

        耳鼻咽喉科医師  藤井 悠策 先生 

 

3.深海魚の生態講演会の開催 

 日 時：令和元年 9月 19日(木)  10：00～12：00 

 会 場：焼津公民館 大会議室 

 参加者：140名 

 講 演：「宝は駿河湾深海にあり」 

 講 師：焼津市親善大使 長谷川 久志 氏（日本で唯一の深海専門漁師） 

 焼津市に住むもので知らない人は殆ど居ないほどテレビ出演などでおなじみの講師。 

 10年間のマグロ遠洋漁業に従事中のエピソードや海の恐ろしさ、現在進めている深海サメの研

究等豊富な体験を映像を交えて語ってくれた。 

 

 

さわやかクラブやいづ連合会 

○総人口 139,499 人 ○65歳以上人口  40,557人     ○高齢化率 29.1％ 

○シニアクラブ会員数  866人        ○シニアクラブ加入率   2.1％ 

 



 

《成果》 

 

1.組織づくり啓発のための研修会 

 参加した単位クラブが促進運動を具体的に実践してくれたことである。 

例）・桜寿会が目標の 5名を上回る加入者を得る。豊田支部では解散を宣言したクラブを活動推

進相談員の説得で食い止めることが出来た。 

   ・芸能祭出演の市民団体の中から剣舞クラブ、踊りグループ七福神会が連合会へ入会を決め、

ダンスクラブも入会の予定である。 

但し、2単クが連合会を離脱しようとしており、解散ではなく、活動を続けたい会員への個人加

入の形をとっていただくよう説得中である。 

また、大井川地区への働きかけだが、2つのクラブ(60名以上)が、連合会へ再加入した。 

今後、更に未加入のクラブへの呼びかけが必要と感じる。 

この活動で大切なことは「1 人でも退会させない」という強い意志で臨むことで、活動推進相

談員の活動の重要性が再認識された。 

 

 

2.健康教室・講演会の開催 

 女性を対象にした講演のように感じるが内容的には、健康維持と病気の予防について具体的に

分かり易く、お教えいただき勉強になった。また、耳鼻咽喉科の先生のお話しも具体的な症状

についての分かり易い説明で参加者から好評であった。 

  

 

 

 

 

 

《今後の方針》 

 

・各単位クラブの中に次期役員が選出できず退会を選択するクラブが出てきている。どうしても

退会が避けられない場合は、個人加入の余地を残すよう勧めていく。 

・退会するクラブも地域での奉仕活動等で地域からの補助金を受けているところがあり、そうい

ったクラブでは退会後も何らかの形で数名のグループが奉仕活動を続けるという、要するに連

合会の役員を出せないという事だけなのだ。何とか繋ぎ止めたいものである。 

・しかしながらこの問題はこれからも毎年起こってくる筈で、高齢化が進み役員が出せなくなっ

ている。60代～の人の加入をどうするか皆で知恵を絞っていかなければならない。 

・1 つの方法として今少なくなっている趣味クラブを復活して 60 代の高齢者(仕事をしていても

かまわない)を加入させる魅力あるクラブにしていくことだ。 

・自治会への呼びかけ、地域の他のクラブ(団体)への呼びかけ、中年会、中老会などに呼びかける

等の方針が必要である。 

 具体的には、趣味クラブ（成果に上げたように 2 つのクラブが加入）を作り、自治会連合会に

呼びかけを行ってゆく。 

・サロン活動への参加呼びかけをしていく。 

 

 

 

 

 



【活動の様子】 

役員研修会資料 

             

 

  

 



加入促進用手作りチラシ 

      

講演会                             研修会テキスト次第 

     



芸能祭ポスター 

 



 

 

     役員研修会の様子 

       

 

 

 

 

加入促進出陣式の様子 

   

       

 



出陣式報告書 

 



 

 

 

 

 

 

～市部新生会～ 

  

《概況》 

 

・クラブ活動の充実を図り、地域の高齢者の絆を高め、気軽に集える居場所を作り、健康

維持に繋げる目的でペタンクを取り入れる。 

 実施状況 

  1）開催日：毎週火曜日 

        令和元年 10月 22,29日            参加者 12名 

 11月 5,12,19,26日        参加者 30名 

 12月 3,10,17,24 日    参加者 28名 

        令和 2年  1月 7,14,21,28 日    参加者 29名 

             2月 4,11,18日      参加者 21名 

  2）会 場：市部会館 

 

 

《成果》 

 

・これまでクラブでは、輪投げのみであったがペタンクが加わったことで、2種類の競技

ができるようになり、参加待ち時間も短くなって身体を動かす機会が増えた。 

・会員同士の会話する機会も増え絆の向上が図れた。 

 

 

《今後の方針》 

 

・より多くの会員に参加していただけるよう呼びかけを工夫したい。 

・地域に住む非会員にも参加を促す取り組みを今後検討して推進していきたい。 

・健康維持と会員の親睦を深めるためにも今後さらなる活動の充実を図っていきたい。 

 

 

 

 

さわやかクラブふじえだ連合会 

○総人口 144,941 人  ○65歳以上人口  42,674人   ○高齢化率 29.4％ 

○シニアクラブ会員数 3,590人         ○シニアクラブ加入率   8.4％ 

 



【活動の様子】 

          

            



 

 

 

 

 

 

～青島地区シニアクラブ連合会～  

《概況》 

 

・青島地区連すこやか学級活動として、医療機関等の協力を得て、心と身体の健康を維持

するため、健康管理講座を開催。 

 介護予防の取組みの促進と地域高齢者の絆を深め、仲間づくり・健康増進に繋げる。 

 1.会 場：藤枝市文化センター 

 2.内 容：・健康管理講座 6回 

       ① 医療・介護講座(1回 参加者 111名) 

       ② レクダンス講座（1回 参加者 90名） 

       ③ 歌って健康講座(2回 参加者 220名) 

       ④ 転倒予防講座（1回 参加者 110名） 

       ⑤ 食生活講座（1回 参加者 112 名） 

 

 

《成果》 

 

・多くの会員が元気に参加し、健康に対する意識の強さが感じられる。 

・身近で分かり易い講座内容としていることで、参加者の参加意識向上に繋がっている。 

・講座内容を座学だけでなく、楽しく体を動かす内容を取り入れることで、参加者同士の

絆づくりにも寄与している。 

 

 

《今後の方針》 

 

・今後も会員が興味を持つ関心の高い分野の講座を開設していきたい。 

・多くの会員が気軽に参加できる講座になるよう内容を工夫していく。 

・参加することが楽しく思える講座の工夫や、参加者同士の絆づくりの場となるような講

座を行うことで、仲間づくりに繋げていきたい。 

 

 

 

さわやかクラブふじえだ連合会 

○総人口 144,941 人  ○65歳以上人口  42,674人   ○高齢化率 29.4％ 

○シニアクラブ会員数 3,590人         ○シニアクラブ加入率   8.4％ 

 



【活動の様子】 

 
                     歌って健康講座の様子 

 

         

          転倒予防講座の様子                     食生活講座 



 

 

 

 

 

 

～追分友和会～  

《概況》 

 

・クラブ活動の活性化に繋げることを目的にニュースポーツの導入を図る。 

 1）取組み名称「健康悠々デー」 

   地域高齢者の交流・親睦を図り、健康維持・増進に繋げる    

   クラブと町内会との連携推進 

 2）開催日：毎月第 4土曜日 09：00～11：00 

       ①8月 24日(土)  参加者 16名 

       ②9月 28日(土)  参加者 14名 

       ③10月 26日(土)  参加者 18名 

       ④11月 23日(土)  参加者 20名 

       ⑤1月 25日(土)  参加者 11名 

 3）会 場：追分町内会館 

 4）内 容：「ボッチャ」を使ったゲーム 

      「おしゃべりタイム」 

 

《成果》 

 

・ニュースポーツを活動に取り入れることで会員の意識も向上し健康増進に繋がった。 

・参加者相互の会話機会も増えた。 

・町内会でも追分友和会の活動を知っていただける機会となった。 

・活動のマンネリ化防止に役立った。 

 

 

《今後の方針》 

 

・今後も、新しい活動(カラオケ、将棋、囲碁等)を取り入れクラブ活動のマンネリ化を防

ぎ、町内会を通して、これまで以上に会員加入促進に繋げていきたい。 

 

 

 

さわやかクラブふじえだ連合会 

○総人口 144,941 人  ○65歳以上人口  42,674人   ○高齢化率 29.4％ 

○シニアクラブ会員数 3,590人         ○シニアクラブ加入率   8.4％ 

 



【活動の様子】 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

～藤枝地区連合会～  

《概況》 

 

・藤枝地区連合会の屋外活動での利便性の向上を図る為、簡易組み立てテントを購入し活

動の活性化を図った。 

 ①藤枝地区連合会 運動会 

 ②藤枝地区連合会 グラウンドゴルフ大会 

 

 

《成果》 

 

○テントの効果 

・テント設営により、天候急変時の避難場所、日陰の休憩場所、放送用具の保護等に効果

が出た。 

・テントがあることで会場内の目印になり選手、応援者の整列等が迅速になり進行がスム

ースになった。 

・テントに「地区連合会」の文字入れをしたことにより、会員はもちろん近隣住民にも活

動の認知度がアップし会場での見学者も増えたようだ。 

 

 

《今後の方針》 

 

・連合会の行事・活動の良いアピールとなるので今後、加入促進や新たな大会(ペタンク大

会等)の実施等に繋げ、活動の活性化を図っていきたい。 

・活動活性化実現には所属の単位クラブ会長・役員の協力は不可欠であり、意識の向上を

図っていきたい。 

 

 

 

 

 

さわやかクラブふじえだ連合会 

○総人口 144,941 人  ○65歳以上人口  42,674人   ○高齢化率 29.4％ 

○シニアクラブ会員数 3,590人         ○シニアクラブ加入率   8.4％ 

 



【活動の様子】 

 

                               



 

 

 

 

 

 

～御前崎市老人クラブ連合会～ 

《慨況》 

事業名 内  容 

クラブ基盤強化事業 

〇第 9回ミニ運動会 

 

 

 

 

 

身体を動かし競技することの楽しさを味わい、会員相互の親睦を深め

る。また、身近で軽易なゲームを楽しむことにより、健康づくりを通し

ての会員加入促進を目指す。 

日 時：令和元年 9月 21日（土） 13：00～15：30 

会 場：御前崎市比木体育館 

参加者：約 150 人（6 地区×20 人+市連合会役員+女性・スポーツ委員

+応援者） 

内 容：地区対抗戦として 

    個人種目 ① ペットボトルボーリング 

         ② フライングディスク 

    団体種目 玉入れ 

    上位チームを表彰 

 

《成果》 

・普段は別地区との交流が少ないため、競技を通じて近況等を話す機会となった。 

・グラウンドゴルフや輪投げに参加しない人でも、参加しやすい競技にしたことで、普段家を出

る機会の少ない会員も外出する良い機会となった。 

 

《今後の方針》 

・この大会が定着し、大会を楽しみにする会員が増えれば、未加入者への声掛けに利用でき会員

加入促進にも期待が持てる。 

・各地区間の交流が進むようなプログラムを工夫していく必要がある。 

 

【活動の様子】 

                       

御前崎市老人クラブ連合会 

○総人口 32,541人   ○65歳以上人口 9,493人    ○高齢化率 29.2％ 

○シニアクラブ会員数 1,729人          ○シニアクラブ加入率   18.2％ 

 



 

 

 

 

 

 

 

～菊川市老人クラブ連合会～ 

《慨況》 

○防犯教室の開催 

  振り込め詐欺被害防止対策、高齢者の車両運転の注意等についての研修会を実施 

  日 時：令和元年 7月 25日（木）13：30～14：30 

  会 場：みねだ会館 

  参加者： 24名 

  講 師：菊川警察署 生活安全課 牛木氏 

  内 容：振り込め詐欺被害防止対策、地域での防犯対策 

〇健康ウォーキング教室歴史探訪 開催 

 健康維持と会員の交流、地域を知ることを目的に実施 

  日 時：令和元年 12月 12日（木）08：20～11：30 

  会 場：大石「小菊荘」周辺 

  参加者： 31名 

  コース：あじさいの寺で有名な本勝寺と郡一「田ヶ池」近辺を巡った。 

〇健康講演会の開催 

  会員と一般市民を対象に高齢者の健康について、医師を招いて講演会を開催 

  日 時：令和 2年 1月 25日（土） 

  会 場：中央公民館 視聴覚室 

  参加者：市内全域 30名 

  講 師：菊川市家庭医療センター 指導医 藩 鎮敬 先生 

内 容：講演「フレイル等」 

〇介護予防講座・出前行政講座の開催 

   健康増進と維持を目的に、出前行政講座を開催。介護予防体操は芸能祭で披露した。 

   日 時：令和元年 11月 11日（月） 

   会 場：みねだ会館 

   参加者：    9名 

 

 

 

 

 

菊川市老人クラブ連合会 

○総人口  48,319人  ○65歳以上人口 12,807人  ○高齢化率 26.5％ 

○シニアクラブ会員数  243人        ○シニアクラブ加入率 1.9％ 

 



《成果》 

 

・防犯教室では、菊川警察署より講師を招き、「振り込め詐欺被害防止対策」や「高齢者の

運転」について、県内での発生状況報告等の研修を受け対策について学んだ。また、一人

ひとりの防犯意識を高め、地域での防犯対策強化の必要性についても学ぶことが出来た。 

・健康ウォーキングでは外に出る機会を作るとともに、6ｋｍ程の地域巡りコースを歩くな

ど健康維持と仲間との交流を図った。ウォーキングをとおして、心と身体のリフレッシュ

とともに、会員同士の交流親睦を深めることが出来た。 

・健康講演会では菊川市家庭医療センター 指導医 藩先生を講師に「フレイル」について

講演いただいた。加齢とともに心身の活力が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響も

あり、生活機能に障害が出て心身の脆弱性が出現した状態「フレイル」について説明を受

け、健康管理について学んだ。講演会終了後には、個別に講師に相談をする会員がいたり、

講演に来れなかった会員の方にも、内容を伝えたいという単ク会長もおり、追加で先生か

ら資料をいただくこととした。これからの健康維持に繋がる講演会となったようだ。 

・介護予防講座では、自宅でもできる体操を楽しみながらできた。練習の成果は市連合会の

芸能祭で披露し、会場に来場した方々とともに体を動かすことが出来た。 

 

 

《今後の方針》 

 

・今後も、介護予防教室、健康ウォーキング、健康講演会等を実施し、高齢者が健康で活動

的な生活を送ることが出来るよう取り組んでいく。 

 また、高齢者相互の支え合い活動を通じて、ひとり暮らしや高齢世帯の方が安心して暮ら

せる取組みに努め、各事業への参加を広く呼び掛けることでシニアクラブ会員の加入促進

に繋げたい。 

 

 

【活動の様子】 

   



   

             

             



 

 

 

 

 

 

～シニアクラブ掛川 大東支部～  

《概況》 

 

地域クラブ基盤強化事業 

 

日 時：令和元年 8月 27日（火） 12：00～17：00 

場 所：掛川市文化会館 シオーネ 

参加者：529名（来賓・協賛者、招待客は含まず） 

 

 

内 容：シニアクラブ会員同士の交流と会員増強さらに、娯楽の少ない地域に対して事業

により娯楽提供を行い、皆で楽しんでもらうことを目的に落語・幇間芸・二人会

を開催。 

    好評であったため引き続きの開催となった。 

対 象：シニアクラブ掛川市 大東支部会員 

ゲスト：悠玄亭玉八師匠、入船亭扇遊師匠 

 

《成果》 

シニアクラブの活動アピールと「娯楽の少ない地域へ楽しみを届けたい」との思いから、

今年度で 4 回目の事業となった。演者を変えることで、楽しみにしてくれた方も多く、

500名以上の方が集まり、盛会となった。 

 

 

《今後の方針》 

三年続けて出演者が同じとなったため、別の出演者での開催を要望する声も上がっていた

ので、演者を変えての開催となった。 

会員対象の事業として開催していたがクラブ活性化だけでなく会員増強運動にもつなが

るものとして、今年度は非会員も対象とした。今後毎年演者等を変えるなどして継続開催

して行きたい。 

 

 

 

シニアクラブ掛川 

○総人口 117,605人 ○65歳以上人口  30,987人 ○高齢化率 26.3％ 

○シニアクラブ会員数  6,649人    ○シニアクラブ加入率  21.5％ 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

～シニアクラブ浜松市 新津地区連合会 法和会～ 

《慨況》 

 

   

法枝町は世帯数 160世帯余り、高齢者比率は 29.5％の地域です。 

  シニアクラブ法和会は男 22 名女 13 名の仲良しクラブです。日頃からグラウンドゴル

フ、輪投げなど運動も盛んで、健康づくりに励んでいます。 

  また、町内行事にも積極的に参加し、世代間交流、特に子どもたちへの支援、交流の場

として子供サロンを設け 2年になります。 

  今年度、会員からの要望で、新津地区内で唯一「健康吹き矢」のセットが無かった当ク

ラブに吹き矢セットを購入。活動の活性化を図ります。 

  今年度の主な活動 

   ○グラウンドゴルフ(毎週月・水・木・金) 9：00～11：00 

   ○会館広場の清掃奉仕：5、7,10,12月 

○子ども会・社会福祉協議会との共催事業 

①子供サロン 7,8,12月 

   ②クリスマス会 12月 24日 

   ③豆まき    2月 2日 

 

 

《成果》 

     

  健康吹き矢のセット購入で、クラブでの運動の選択肢が増えた事で活動が活発になっ

た。 

   

 

《今後の方針》 

 

    

今後、町内会、子ども会、社会福祉協議会とも連携を強め、更なる活動の活発化、仲

間づくりに頑張っていきたい。 

 

シニアクラブ浜松市 

○総人口  802,728人  ○65歳以上人口 218,947 人   ○高齢化率 27.3％ 

○シニアクラブ会員数  22,104人        ○シニアクラブ加入率 10.1％ 

 



【活動の様子】 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

～シニアクラブ浜松市 天竜地区連合会 シニアクラブみぶの会～ 

《慨況》 

 

・今年度は県市町連携事業の地域クラブ活性化推進事業を利用して長年懸案であったグラウンドゴルフ

の用具類の整備を行った。 

 当会は、シニアクラブ浜松市 天竜地区連合会に所属する 平成 29 年設立の弱小・脆弱なクラブです

が、会員の健康づくりと、地域の仲間との絆を大切に、日々努力しています。 

 

 

 今年度グラウンドゴルフ活動状況 

開催日 実施内容 開催場所 

平成 31年 4月：毎週金曜日 月例大会と交流親睦会の開催 船明ダム運動公園 

令和元年 5月:毎週金曜日            同上            同上 

      6月：毎週金曜日 同上 同上 

      7月：毎週金曜日 同上 同上 

      8月：毎週金曜日 同上 同上 

      9月：毎週金曜日 同上 同上 

     10月：毎週金曜日 同上 同上 

     11月：毎週金曜日 同上 同上 

     12月：毎週金曜日 月例大会と交流親睦会の開催 同上 

令和 2年 1月：毎週金曜日 同上 同上 

       2月：毎週金曜日 同上 同上 

 

 
 

 

 

《成果》 

 

・今回は未整備用具であったホール掲示板、ホールウエイト等を整備することが出来、安全・安心

にプレイを楽しむことが出来るようになりました。 

 

 

《今後の方針》 

 

・次年度は、活動をより活発にし、加入促進に努め健康づくり、地域の仲間との絆を深めたく思い

ます。 

 

 

 

シニアクラブ浜松市 

○総人口  802,728人  ○65歳以上人口 218,947 人   ○高齢化率 27.3％ 

○シニアクラブ会員数  22,104人        ○シニアクラブ加入率 10.1％ 

 



【活動の様子】 

   

 

              グラウンドゴルフ練習風景 

              

           



 

 

               

 

 
 

～湖西市老人クラブ連合会（こ・い・き・れ・ん）～ 

《概況》 
１．介護予防推進事業 

 

   元気なうちから介護予防に取り組み、寝たきりにならない健康づくりを進めようを合言葉にして、 

   関係機関の協力を得て、地域全体の問題として、又、地域の一員として健康活動に取り組み、継続した活動と
連携が何よりも必要と考え実践する。 

 

⑴  交通安全教育 

①  高齢者の安全交通講座 

          ・事故を起こさない・事故に遭わない 

          目的 ：新居警察署の指導員の寸劇により事故に対しての認識をさらに高めてもらう 

          期日 ： 令和元年 6 月 20 日(木) 

          実績 ： 745 名 （こいきれん連合大会時） 

          対象 ： 会員 

 

      ⑵ 介護予防活動講習会の開催 

        ① 地区老単位での介護予防活動講習会 

          ・「いきいき健康教室」「介護保険制度研修会」 など。 

          目的 ： 生涯学習の一環として”寿大学”に併用して、「いつまでも元気に！」を合言葉に
して健康管理や介護保険制度の仕組みなどを学ぶ。 

          期日 ： 令和元年 5 月 1 日 ～ （通年活動として） 

          実績 ： 掌握不可 

          対象 ： 市老連全域 

 

      ⑶ 介護予防に役立てる活動 

         ① 「体力測定会」の開催 

          目的 ： 高齢者がいつまでも元気に過ごすために、自分の体力を知る必要性から市内の関連企業の
協力を得て「体力測定会」を実施した。 

          期日 ： 令和2年 2月6日  

          会場 ： 湖西市老人福祉センター 

          実績 ： 65名 

          対象 ： 市老連指定地区老  

 

 ２．地域クラブ基盤強化事業 

 

⑴  部活動、サ－クル活動 推進事業 

         目的 ： 65歳～75歳をターゲットに加入促進事業としてこいきれんゴルフ大会  

            や新たに広報写真部を設立し老人クラブを理解していただき会員促進をする。 

              

①ゴルフ大会実施日： 令和元年 12月19日 ～ （通年活動として展開） 

            実績 ： 37名  内未会員参加者 19名 

②広報写真部 

各地域の活動を記録し、湖西いきいき通信で会員に報告。部としても写真講座 

を開き、未会員者にも参加を呼びかけ会員加入促進を実地する。 

 

 

こ・い・き・れ・ん 

○総人口 59,640 人   ○65 歳以上人口 16,230 人    ○高齢化率 27.2％ 

○シニアクラブ会員数 2,147 人         ○シニアクラブ加入率 13.1％ 

  

 



 

○第６回こいきれんゴルフコンペ結果 

 

《成果》 

 
（1） 高齢者の交通事故を起こす、遭遇する中で、交通指導員による寸劇により 

改めて徒歩時の安全確認、車両の安全運転の大切さを再認識できた。 
 
 

   （2） 自分の体力を理解することで、体の維持または、向上しようという意識が 
目覚める事ができたと思う。また、参加者は楽しみながら「体力測定会」 
で今後に期待出来る測定会であった。 
 
 

 
（3）・ こいきれんゴルフ大会は第6回目となり、約半分の未会員者の参加者とが 

増えてきており、認知度は高くなったと思う 
課題は正会員に加入率がまだ低い。 
 

  ・ 広報写真部の活動はまだ会員数が少ないですが、2月に発刊した 
    「湖西いきいき通信」に持ち寄ったクラブ活動の写真を多く記載できた。 
 

 

1.　　　第6回こいきれんオープンゴルフ大会 結果
12月19日　第5回こいきれんオープンゴルフ大会が浜名湖カントリークラブにて行われました。

今回は下記表の通り、多くの非会員様にも参加して頂く事が出来ました。

優勝 松浦喜久郎氏 新居地区

準優勝 豊田　昭行氏 入出地区

第3位 高内　康吉氏 新居地区

ベスグロ 豊田　昭行氏 入出地区

チーム賞 新居地区

会員 非会員

3 4 57.1%

0 0 0.0%

3 1 25.0%

1 6 85.7%

2 2 50.0%

2 1 33.3%

4 3 42.9%

3 1 25.0%

1 100.0%

18 19

優勝の松浦氏

③今回の参加者を中心に各地区でゴルフクラブ、同好会等を検討いただき６５歳～７５歳の
　若手会員増強をお願いいたします。

②今回の未会員１９名を会員を入会してもらうように協力お願いします。

①未会員参加率は前年度45.5％から約半数の51.4％と年々増加している。

鷲 津 東 地 区 合 計

地　　区　　名

51.4%
37

非会員
参加率

参加人数

　　　合　　計

　　　小　　　計

新 居 B 地 区

新 居 A 地 区

知 波 田 地 区 合 計

入 出 地 区 合 計

岡 崎 地 区 合 計

新 所 地 区 合 計

鷲 津 西 地 区 合 計

その他　(ゲスト）

結果

松浦氏・加藤氏・牧野氏・田中氏

グロス79

Ｎｅｔ　73.0

Ｎｅｔ　71.8

Ｎｅｔ　70.4



《今後の方針》 

 
（1） 2020年3月8日にも再度講習会を計画しており、今後も繰り返し実施したいと思っています。 

      
（2）”体力測定”に興味を持たせると同時に、結果に基づき日常的な行動として何を、 

どのようにすればよいかというような事を協力企業と共に考えていきたい 。 

 
（3）ゴルフ大会を継続することにより大会の知名度を更に高め若い世代の高齢者に 
  クラブの興味を持ってもらう。 
  また、各単老クラブで個別に行っているウォーキングを連合会として実施でき 

るかの検討を始めたい。 
 
  広報写真部はまだ部員も少ないが、各単老クラブの活動写真を事務局で集め、 

年に数回写真展を展開していきたい。 
 

【活動の様子】 

地域の活動 2例 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖西いきいきクラブ連合会のジャンバー  

新所 豆まき 新居地区 お月見コンサート 



 

 

 

 

 

 

～森町シニアクラブ連合会の活動～ 

《慨況》 

 

 〇 和菓子作りとお茶会 

    簡単に作れるおやつ作りを通して、会員同士の交流、仲間づくり、健康維持と趣味や生きが

いの場として楽しんでもらうことを目的に実施した。 

   第 1回 

    日 時：令和 1年 7月 29日（月） 

    会 場：森町保健福祉センター 2階 調理室 

    参加者：三倉、森上、園田地区会員 23名 

   内 容：和菓子作りと地元の抹茶の魅力を知る 

 

   第 2回 

   日 時：令和 1年 7月 30日（火） 

   会 場：森町保健福祉センター 2階 調理室 

   参加者：森下、一宮、飯田地区会員 26名 

   内 容：和菓子作りと地元の抹茶の魅力を知る 

○ 天浜線ぶどう狩りウォーキング 

楽しみながらウォーキングをすることで、健康増進、会員加入促進を図り会員同士の

親睦を図る。 

 日 時：令和 1年 8月 27日（火） 

  会 場：天竜浜名湖鉄道森町駅及び一宮駅 

  行 先：浜松市都田町 山本農園 

  参加者：森町シニアクラブ連合会会員 45名 

内 容：ぶどう狩り 

 

  

 

 

 

 

 

森町シニアクラブ連合会 

○総人口  18,384人  ○65歳以上人口 6,095人   ○高齢化率 33.2％ 

○シニアクラブ会員数  616人       ○シニアクラブ加入率 10.1％ 

 



《成果》 

 

  今までは料理教室を開催してきたが、今回は和菓子作りを実施した。メニューはどら焼

き、かぼちゃ団子、淡雪の 3品。高齢者向けに簡単で、やさしい味のお菓子を作った。 

 各班ごとに 3 品を作ると作業も大変であることから、3 班に振分け、班ごとに 1 品を作

り、分け合う方法を取ったことにより、各班の負担が軽減し、責任をもって作ることが出

来た。また、森町の魅力発見コーディネーターによる森町で生産された抹茶を立てていた

だき、森町での活動状況や、森町の魅力をお話しいただきながら、楽しく試食し、会話も

弾みよい親睦が図れた。 

  天竜浜名湖線を利用していったぶどう狩りは、今回が初めての試みであった。45 名の

参加があったため、1 車両を貸切で行った。駅から歩くこと約 20 分で農園に到着。農園

内はきれいに整備され、ビオーネの品質と味は申し分なく美味しく、満足のいくウォーキ

ングを兼ねたぶどう狩りであった。 

 

《今後の方針》 

 

  今回のおやつ作りには女性会員だけでなく男性会員の参加もあり、多数の参加を得るこ

とが出来楽しい講座であった。多くの参加をいただいたので次年度も継続していきたい。 

  ぶどう狩りについては、天竜浜名湖鉄道を利用してのウォーキングを兼ね、参加者も多

数あったので、次回も計画に入れていきたい。また、天竜浜名湖鉄道を利用した名所ウォ

ーキングも計画し、新規会員を増やすための魅力ある活動を計画していきたい。 

 

   

【講座の様子】 

    

    



地域支え合い活動促進事業



 

 

 

 

 

～伊豆市シニアクラブ連合会～ 

《慨況》 

 

○地域の荒れ地や広場の環境美化、シカ・ハクビシン等の害獣被害防止活動を行った。 

 

 ・令和 元年  5月 14日 花植え 

 ・令和 元年 11 月 10日  花壇の整地・草取り 

 ・令和 元年 11 月 16日 花植え・花の種蒔き 

 ・令和 元年 12月  1日 花植え・草取り 

 ・令和 2 年  1月 15日 シカ対策活動 

 ・令和 2 年  2月 11日 草取り・枯葉集め・整地 

 

《成果》 

 

・荒れ地の草を取り、整地をして花壇の造成を行い色とりどりの花を植えました。花が咲くとシカがそれを

食べてしまい、シカとの戦いになりました。 

 今まで使われていなかった広場の草取りを行って、枯葉を片付け、整地をしてスポーツができるグラウン

ドを整備しました。 

 これからは、グラウンドゴルフ、ペタンクなどのスポーツをしながら季節の花を楽しめるようになりまし

た。 

 

《今後の方針》 

 

・環境美化・理想の花壇づくりを目指して 

 ①コミュニテイセンター、駐車場、道路沿い周辺に四季の花々を植栽する。 

 ②イノシシ、シカ、ハクビシン、猫、犬等の被害の防止活動 

 ③雑木林の落葉の整理と土づくり 

 ④グラウンドの整備(フェンスの補修) 

地区(パールタウン)内の憩いの場所を目指して活動を継続させたい。 

 

【活動の様子】 

 

伊豆市シニアクラブ連合会 

○総人口  30,678人  ○65歳以上人口 12,156人  ○高齢化率 39.6％ 

○シニアクラブ会員数 1,433人        ○シニアクラブ加入率 11.8％ 

 



 

 

             
 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

～シニアクラブ三島 北上老連～ 

《慨況》 

○北上地区連合会では老人福祉センター利用日にバスなどを利用し各地のシニアクラブ会員地域高齢者・子

ども会・自治会との交流を通して安心安全のネットワークづくりを行っています。 

・北上連合会カラオケ大会の開催 

 令和元年 6月 13 日(木) 

 各単ク 5 名の代表者を選出 参加者 106名 

・北上親睦交流会の開催 

 令和元年 6月 13 日(木) 

 かわせみ落語会、三島マジック協会の協力を得て開催。落語でお腹を抱えて笑い、マジックは、興味津々

で見入っていました。 

・輪投げ大会開催 

 令和元年 7月 25 日(木) 参加者 132名 

・健康出前講座の開催 

 令和元年 8月 8日(木) 

 会員の興味が高い健康の話。皆さん為になったと言っています。参加者 95 名 

・小学生との輪投げ大会の開催 

 令和元年 8月 21 日(水) 

 光ヶ丘公民館で開催。子どもたちは上手でかないません。子どもたちとの交流は元気を貰えます。 

・交通安全標語募集 

 令和元年 9月 22 日〆切 幸原町の子どもたちに交通安全標語を募集 応募者 83名 

・歌謡ショーの開催 

 令和元年 10月 10日(木) 

 ものまね歌手(ミスターひばり)を招いての歌謡ショー。大変な盛り上がりでした。 参加者 120名 

・地域交流グラウンドゴルフ大会の開催 

 令和元年 11 月 14 日(木) 

 3ホール 3回戦 個人戦での大会。大変盛り上がりました 参加者 115名） 

・北上文化プラザ祭りの開催 

 令和元年 11 月 17 日(日) 

 北上文化プラザ利用者との交流会。シニアクラブは子供遊び広場を担当。地域の方との交流を楽しんだ。 

・町内会清掃と花壇の手入れを実施 

 令和元年 12月 1 日 

 千枚原町内清掃、千寿会会員の皆さんが実施。地域の皆さんからの感謝の言葉が嬉しいです。 

・北上地区活動発表会の開催 

 令和元年 12月 12日(日) 

 各単ク 4 演目。日本舞踊、カラオケ、三味線、フラダンス等日頃の練習成果を存分に発揮した。参加者

130名 

・町内どんど焼きの開催 

 令和 2年 1 月 13日 

 八乙女神社境内にて老若男女和気あいあいと童心にかえり 1年の健康を祈りました。  

・交通安全教室・餅つき大会の開催 

 令和 2年 2 月 3日 

 交通安全協会の交通安全指導員による交通安全教室。教室終了後北上地区分会の方々の協力を得て餅つき

大会を開催 参加者 160 名 

 

シニアクラブ三島 

○総人口 109,965 人  ○65歳以上人口 31,683人  ○高齢化率 28.8％ 

○シニアクラブ会員数 2,346人        ○シニアクラブ加入率 7.3％ 

 



《成果》 

 
・老人福祉センター利用日の活用のためアンケート等を採るなど、役員が知恵を絞り、会員・地域住民(高

齢者を含む)が楽しく過ごせる様工夫しています。 

その甲斐あって、管理者からも会員の参加意欲が高まったとお褒めの言葉をいただきました 

子どもたちとの交流、地域町内清掃、花壇の手入れ、神社清掃等の日頃の活動が地域に根付き、 

地域住民からも評価されています。 

 

《今後の方針》 

 

・年 10回の福祉センター利用日の活動を地域町内会・自治会と連携を強めより参加する方が多く

なるよう努めます。 

 

 

【活動の様子】 

 

 

 

 

 

北上老連年間行事 

   
 

                        

 

 

 

 



各種催しへの参加を呼び掛ける回覧チラシ 

     
 

活動に対してのアンケート   アンケート集計結果 

     
 

    
 



 

                



 

 

 

 

 

～すこやか沼津 開北支部～ 

《慨況》 

 

・開北支部では、活動を通じて地域住民・子どもたちとの交流、会員の親睦、健康づくりに努め地

域の安心・安全ネットワークの構築に努めています。 

 ○グラウンドゴルフ練習会の開催 

 週 1～2 回、高沢公園、北高島公園又は沼津学園幼稚園グラウンドで開催。健康づくりと親睦を

深めるために各単位クラブで実施。 

 ○小学校卓球クラブの指導 

 10 月を中心に年 7 回開北小学校卓球クラブの指導を行っている。子ども達、教員に技術と礼儀

等の指導で世代間交流を行う。 

 ○ゴルフ大会の開催 

 開催日：令和元年 11 月 26 日 会 場：愛鷹 600 ゴルフコース 参加者 16 名 

 元気な若手会員の勧誘を目的に開催。クラブ加入者もありました。 

 ○麻雀大会の開催 

 開催日：令和元年 12 月 20 日、令和 2 年 1 月 31 日 会 場：北高島町自治会館 

 参加者：各回 20 名、アシスタント 2 名 

 高齢者に人気の健康麻雀大会を開催。大いに盛り上がり、新規クラブ加入者も予想されます。 

 ○ペタンク練習会の開催 

 月 1～2 回高沢公園、北高島公園で開催各回 5～10 名が参加。健康づくり・技術の向上と親睦を

図る。 

 

《成果》 

 

・若手会員勧誘のためのゴルフ大会や麻雀大会は、クラブ・地域の活性化、加入促進に有効性が見

られますが、一過性に陥りやすく継続していくためにも地域自治会等との連携を大切にしたい。 

 

《今後の方針》 

 

・地域の安心安全ネットワークの構築には、地域住民との絆の強化、日常の交流が不可欠であり、

クラブ活動を通しそれに役立てるためにも行政、地域自治会との連携を強め明るく楽しい活動

を工夫し、継続していきたい。 

 

すこやか沼津 

○総人口 195,039 人  ○65 歳以上人口 60,418 人  ○高齢化率 31.0％ 

○シニアクラブ会員数 3,125 人        ○シニアクラブ加入率 5.1％ 

 



【活動の様子】 

 

 

 若手会員勧誘を目的にゴルフ大会を開催 

    

 

 

 開北小卓球クラブでの指導 

    

 

 

高齢者に人気の高い健康麻雀大会 2回の開催共 5択 20名の参加があった。 

   



 

 

 

 

 

～すこやか沼津 大平九区楓会～ 

 

《慨況》 

 

・大平地区九区は、沼地を造成した住宅地にあり、住民の出身地は全国各地に散らばっており、地

元出身者が少ない。最近は、幼稚園、小学校、中学校の生徒数も減少し急激に高齢化しつつあ

る。そんな地域で住民同士の絆を深め、地域の活気を取り戻すべく、楓会ではシニアクラブ静

岡県の市町連携事業を活用し、クラブ活動を通して地域のネットワークの再構築を願い、地区

広場での「植栽」集会所を積極的に利用しての「講演会」「物づくり教室」地域自治会、子ども

会との連携による「お飾り焼」を行った。 

 「物づくり教室」には常時 10人程が参加し和気あいあいと物づくりを楽しんでおり作品は、市

連合会、大平コミュニティーの作品展に出品し展示会を盛り上げている。 

 自治会・子ども会と共催し九区広場で実施した「お飾り焼」には、地域住民百数十名が参加して

いただき、交流親睦を深めることが出来た。 

 

 

《成果》 

 

・成果としては、地域自治会・子ども会との連携で「お飾り焼」が盛大にできたことであ

り、子どもたちを含め、地域住民との楽しい交流は地域の安心・安全ネットワーク構築

に役立ったことと思う。 

 また、九区集会場を積極的に利用しての「物づくり教室」「講演会」は、高齢者の生き

がいづくり健康づくりに役立った。 

  

 

《今後の方針》 

 

・会員の高齢化による自然減で楓会の会員数も減少傾向にある。役員全員での、加入促進 

 活動や自治会町内への協力の呼びかけ等も行っているが、地域の花壇での草取り、花植

え等のボランティア、自治会・子ども会との連携による事業など、クラブ活動をより地

域住民と共有することが、会員の確保、地域の活性化・絆の構築に繋がっていくものと

思う。 

 

 

すこやか沼津 

○総人口 195,039 人  ○65歳以上人口 60,418人  ○高齢化率 31.0％ 

○シニアクラブ会員数 3,125人        ○シニアクラブ加入率 5.1％ 

 



【活動の様子】 

      

      



 

 

 

 

 

～東伊豆町あじさいクラブ連合会～ 

《慨況》 

〇「介護予防講座」の開講 

 日 時：平成 31年 4月 26日（金） 

 会 場：東伊豆町役場 大会議室 

 講 師：東伊豆町社会福祉協議会 職員 

 参加者：会員を中心に 79名 

 内 容：DVDによる体操、脳トレ、輪投げ 

○安心・安全ネットワークの構築 

①「消費者被害防止」の講座、音楽レクリエーションによる脳の活性化 

 日 時：令和元年 6月 24日（月） 

 会 場：東伊豆町役場 大会議室 

 講 師：静岡県消費者団体連盟 

 参加者：会員を中心に 75名 

②「交通安全教室」の開講 

 日 時：令和元年 9月 25日（水） 

 会 場：東伊豆町役場 大会議室 

 講 師：下田警察署、交通安全協会 職員 

 参加者：会員を中心に 78名 

○健康づくり 

 日 時：令和 2年 2月 25日（水） 

 会 場：東伊豆町役場 大会議室 

 参加者：会員を中心に 72名 

 内 容：輪投げ大会、スカットボール 

 

《成果》 

○ＤＶＤを使った体操は、すこやかエブリデーの体操を画面で見ながら行った。同じ日に

脳トレと輪投げを行い、体と頭をよく使う一日だった。脳トレは、地域に持ち帰って活

用されているようだ。 

○昨年に引き続き、静岡県消費者団体連盟から講師を招き悪質商法、振り込め詐欺など高

齢者を対象にした犯罪、日常生活上の防犯について学んだ。最近の動向を含めた説明が

あり、毎年新しい形の犯罪が起こっていることを知った。 

 同日行った、音楽レクリエーションでは、リズムに合わせて体を動かしたり、昔の音楽

東伊豆町あじさいクラブ連合会 

○総人口  12,162人  ○65歳以上人口 5,478人  ○高齢化率 45.0％ 

○シニアクラブ会員数  479人       ○シニアクラブ加入率 8.7％ 

 



の蘊蓄を聞いたりして楽しい時を過ごした。 

○交通安全教室では、道路横断練習を行い、事故の起こりやすい状況や事例、道路交通法

の改正店などを学んだ。 

○今年、導入したスカットボールは、足の悪い方でも競技できるので、参加者から非常に

好評であった。 

 

 

《今後の方針》 

○防犯・交通安全は地域の安心・安全を守るためにも、日常身近に存在する危険について

正確な情報、対処方法を日頃から学び、緊急の際、お互いの知識を出し合うことで支え

合いができるようこれからも継続して学んでいきたい。 

○安心・安全のネットワークの構築のためには、会員がお互いに健康であることも重要で

あり、様々な健康づくりの活動は工夫して続けていかなければならない。 

 今回、好評であったスカットボールはぜひ継続していきたいものである。 

 

 

【活動の様子】 

 

                    



 

 

 

 

 

 

～シニアクラブ南伊豆～ 

《慨況》 

・本部役員、若手委員との協議を８月２３日に実施。休会地区や未設置地区の状況や今後

の対策について話し合いを行った。また、広報紙の発行について取り上げる記事の内容、

役割分担について協議を行った。 

 ９月～２月に休会地区、未設置地区の自治会長や民生員への訪問を推進相談員、若手委

員で行った。それらの地区でのクラブ再開、新設について話し合い、課題や今後の展開

について協議を行った。 

 ３月に広報紙「みなみろうれんだより」を全戸配布で発行。 

 

 

《成果》 

・南伊豆町老人クラブ連合会では、若手委員会の活動を本部役員会や単位クラブ会長会

議などの際にも報告の機会を設け、若手委員と本部役員、各単位クラブと協同で事業

を実施することにより、良い情報交換の場ともなりました。単位クラブの活動や、町

老連で実施している事業の課題、今後の方針についても様々な意見が寄せられ、これ

からの老人クラブ活動を進めていく上で良い材料になると思います。 

 町老連広報紙「みなみろうれんだより」発刊により、町民の皆様にクラブ活動を知って

頂くことで、クラブ活動への興味や理解を深め、今後の会員加入促進にも繋がると思わ

れます。町内各世帯に全戸配布を行い、クラブ活動を知って頂く良い機会になったと思

います。 

 

《今後の方針》 

・若手委員会、活動推進相談員を中心に、令和２年度も継続して各単位クラブへの訪問活

動を実施し、広報紙「みなみろうれんだより」を発行し、会員加入促進に繋げたいと考

えています。また、若い世代にも受け入れられやすい事業の創出や、活動推進相談員と

連動して休会地区や未実施地区への対応を行いたいと考えています。 

 

 

 

 

シニアクラブ南伊豆 

○総人口 8,456人   ○65歳以上人口 3,795人   ○高齢化率 44.9％ 

○シニアクラブ会員数  643人      ○シニアクラブ加入率   16.9％ 

 



 

 

 

 

 

 

～清水町シニアクラブ連合会～ 

《慨況》 

 

〇友愛活動強化対策 

 （1）実態調査の実施 

   高齢者は病魔をはじめ、いつどんな災禍に見舞われるかわからない弱い立場にある。現実問題として、

若い家族と同居している高齢者であっても、昼間は一人または高齢者のみというケースが多いと思わ

れたので友愛活動の参考にするため実態調査を実施した。調査表は「資料 1」のとおり。 

 （2）調査結果 

   実態調査結果は次のとおりであった。 

     友愛訪問対象者  38 人   見守り活動対象者  109人 

     実態調査対象とした一人暮らし(準一人暮らしを含む)、高齢者世帯(準高齢者世帯を含む) 

※ 世帯数は会員数に換算   793 人 

      会員数から対象者を除いた数  1019 人の概ね 80％ 

     この結果は、高齢者の相互扶助の必要性を実証する者であった。 

○フレイル予防対策 

 （1）「趣味の会」活動 

   当連合会の「趣味の会」活動は、活発に展開しているが部長会をはじめ各種の機会に「現在の元気さを

持続する活動」の意義を説き活発化の持続に努めている。 

   日頃の成果を発表するため 8月 20日～21日 第 19回文化祭を福祉センター 1月 28日 第 40回新

春演芸会を地域交流センターにおいて開催した。 

 （2）「吹き矢」は深呼吸、呼吸の強さを鍛えるスポーツであり、早急に用具の調達にかかり、9月実施の目

途がついた。 

 （3）毎月実施している各単位クラブ間の交流茶話会である「センターの集い」の午後を利用して、運動種

目の「吹き矢」・「ペタボード」を取り入れ実施した。 

 

《成果》 

   

○ ○友愛活動の強化対策 

友愛活動の参考にする実態調査は、「元気でも安否確認は必要であること」、「相互の助け合いが大事    

であること」を教える結果となり相互扶助の意識づけに効果があった。 

これは友愛活動の積極化に繋がるし、相互扶助を前提にした友愛活動は「対象者」という意識を無くす

効果もあり。負い目の排除に役立つと思われる。 

○フレイル予防対策 

 （1）「趣味の会」活動 

   16部を擁する趣味の会は、活発に行われフレイル予防の効果を大いに発揮している。 

   8 月に開催した文化祭には、手芸、俳句、着物リフォームをはじめ絵画、写真などの展示、多目的ホー

ルでは歌、レクダンス、舞踊、劇等の発表会を実施した。 

   1 月には地域交流センターにおいて単位クラブも参加する新春演芸会を開催し、それぞれ練度の高い芸

を披露し合い提訴の活動の成果をアピールした。 

 （2）「センターの集い事業」の拡充 「資料 2」 

   センター開催日の午後、多目的ホールを使い「吹き矢」、「ペタボード」を実施した。 

   「吹き矢」では的に届かなかった者が、練習を重ねるうちコツをつかみ順調に的を射るようになって喜

んでいる姿があった。 

清水町シニアクラブ連合会 

○総人口  31,289人  ○65歳以上人口 8,202人  ○高齢化率 26.2％ 

○シニアクラブ会員数  1,167人      ○シニアクラブ加入率 14.1％ 

 



   「ペタボード」では、一動作ごとに歓声が上がるなど、ゲームの楽しさを満喫している光景が見られた。 

   10 月 30 日清水南中学校 3 年生 20 人が総合学習のため訪れ、「なぜこのような活動をしているのか」

と問いかけてきた。会長が次のように回答している。 

   「高齢者は健康寿命延伸のために活動している。一人で運動するより仲間との活動は 1.5 倍の効果があ

るという。医療費・介護費の抑制は大きな社会貢献である。是非、祖父母に対しシニアクラブの会員に

なるよう加入を勧めて欲しい」 

   付き添いの先生からは「分かり易い良い説明でした」との言葉をいただいた。 

《今後の方針》 

 

○ ○友愛活動について 

対象者に対する活動は、従来どおり実施していくが、相互扶助という意識を持つことにより友愛活動そ

のものが特別な活動ではなく、日常生活の一コマとして自然に行われる活動として定着するのではない

か。 

これは、地域包括ケアシステム構築の観点からも必要なことであり、相互扶助の普遍化という考えで指

導を徹底していきたい。 

○フレイル予防の対策 

（1）趣味の会活動 

  「趣味の会」各部の活動の活発化のためさらに工夫を重ねていく 

（2）「吹き矢・ペタボード」の日を設定 

  「吹き矢」、「ペタボード」ともに順調に推移したが、多目的ホールの使用頻度が高く、センターの集い

開催日の使用に支障を来す日が多くなった。 

   高齢者専用の「かわせみホール」は、利用可能な日があり、センターの集いとは別仕立てで「吹き矢」、

「ペタボード」の日を設定して実施することにした。 

○「センターの集い」 

  「吹き矢・ペタボード」を切り離すことにより、センターの運営は元の状態に戻ることになるが、内容

に工夫を加え活性化を図る必要があり検討する。 

【活動の様子】 

     



    

 

 

    

 



        

 

       



         

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

～清水町シニアクラブ連合会 八幡シニアクラブ～ 

 

《慨況》 

 

〇八幡シニアクラブでは住民主体の居場所作りと高齢者世帯及び一人暮らし世帯に対する見守り支援をする

趣旨で、出来ることから始めていこうと、クラブ活動の中で大勢で集い笑い合えるよう、誕生日会と新しい

ゲームを取り入れることとした。 

 誕生日会は 4 月生まれ～9 月生まれと、10 月生まれ～3 月生まれの年 2 回開催とし、誕生日を迎えた会員

を全員で祝い、心ばかりのプレゼントを贈った。また、会場から遠方の方の為、送迎を行い、昼食を食べ、

ゲームを楽しんだ。 

  

 

《成果》 

 

・ ○誕生日の方はみな晴れやかな笑顔で、参加したことを喜んでいた。 

   昼食をとった後、新しく購入したペタボードで試合をしたところ、とても好評であった。 

 

 

《今後の方針》 

  

○今年度は年 2回の開催であったが、今後、年 3～4 回の開催にして、仲間が楽しく笑い合える機会を増や

していきたい。 

介護予防、認知症予防、生活支援活動、健康づくり活動の場としてクラブを充実させ地域の皆さんが「集

える居場所」や「見守り支援」の力となっていきたい。 

○活動の拠点となる八幡区の公民館は国道 1 号線の脇にあり、車・徒歩・自転車等の移動手段総てがネック

です。送迎したいが高齢者同士となるので、一考を要します。 

 今後、こういった問題に行政、地域諸団体の支援・協力が得られるよう活動を充実していきたい。 

 

 

【活動の様子】 

 

◆ 誕生日会の様子 

     

清水町シニアクラブ連合会 

○総人口  31,289人  ○65歳以上人口 8,202人  ○高齢化率 26.2％ 

○シニアクラブ会員数  1,167人      ○シニアクラブ加入率 14.1％ 

 



           

◆ 今回導入したペタボード 

            



 

 

 

 

 

 

～さわやかクラブやいづ連合会～ 

《慨況》 

 

○高齢者を支える友愛訪問活動実施説明会の開催 

・実施日：令和元年 6 月 13 日（木）  13：00～15：30 

・会 場：焼津公民館  

・参加者：三役、支部長、若手・女性委員長、若手・女性委員、単ク女性部長 30 名 

 1.友愛活動の必要性の共有 

 2.友愛訪問の情報提供（「友愛だより」を作成し配布 800 部） 

 3.サロン活動への誘導（各単位クラブが実施するサロンへの誘導） 

 4.地域でできる暮らしの支え合いはどんなものがあるか考える。 

 5. 活動を記録し、結果を報告する 

  

○友愛活動、加入促進を実施するための全体研修会の開催 

・実施日：令和元年 6 月 28 日（金） 13：30～16：00 

・会 場：焼津公民館 

 参加者：三役、支部長、副支部長、若手・女性委員、各単老会長 43 名 

 1.友愛活動を単位クラブで進めるための具体的方法は 

（他団体（趣味クラブ）、自治会等との連携を深める必要がある。） 

 2.高齢化するクラブの現状を踏まえ、60～70 代の新規加入者の加入促進を図る為には 

  （加入目標の設定→各単位クラブ 5 人以上を目標とする。） 

 3.昨年度、離脱した大井川支部への再加入の働きかけによる加入促進 

 4.市担当者から会計処理についての説明指導を受ける。 

 

○焼津市自治会連合会との連携強化のため定例会に参加させていただく 

・実施日：令和元年 7 月 9 日（火）  13：00～ 

・会 場：焼津市役所 6 階会議室 

・参加者：自治会 36 団体、さわやかクラブやいづ連合会からは役員が参加 

 シニアクラブの現状について説明。地域の中でのクラブ活動の有効性やクラブの理念

（健康・友愛・奉仕）について理解を求め、高齢化する会の状況、若手高齢者の加入促

進への協力を訴える。 

 

さわやかクラブやいづ連合会 

○総人口  139,499 人  ○65 歳以上人口 40,557 人  ○高齢化率 29.1％ 

○シニアクラブ会員数   866 人       ○シニアクラブ加入率  2.1％ 

 



 

○地域一斉奉仕活動の実施 

・開催日：令和元年 9 月 10 日（火） 10：00～12：00 

 会 場：市内各所 

 参加者：所属するすべてのクラブ 

 ※原則的に 9 月 10 日を活動日としているが、単位クラブの活動スケジュールに組み込

んでいる為、日時が違うクラブもある。 

 1.地域の花壇等の花の植替え、清掃作業の実施 

 2.地域の公園、公共施設の清掃活動の実施 

《成果》  

 

○友愛訪問活動 

 研修会を重ねることで地域での支え合い活動の具体的な形や交流の形が見えつつある。 

 居場所サロンの運営（港支部 長寿会 役員会女性部が中心になって運営検討） 

 地域保育園との交流会の開催（豊田支部 五豊クラブ ゆりかご保育園の交流（年 6 回

実施）） 

《今後の方針》 

 

・友愛訪問活動は、単クでしっかりとした計画を立て、取り組みたい。 

・地域支え合いシステムの構築は会員だけの問題ではなく、地域全体の課題であり、シニ

アクラブが今後より地域自治体・諸団体との連携を深める必要がある。 

・これから求められる新しい地域づくりの担い手であるクラブ会員の増強は、大きな課題

であり、全会員で取り組むべき目標です。 

【活動の様子】 

◆友愛活動実施説明会資料 

 



◆手作りの友愛だより 

         話のきっかけづくりに、これをもって高齢者のお宅を訪問します。 

    

 



◆桜寿会で行った友愛訪問記録 

 

 

長寿会が運営する居場所サロンの様子 

           

五豊クラブとゆりかご保育園の交流 「七夕の会」での流しソーメン                        



   

 

 

◆「地域一斉奉仕の日」の活動 

港支部                      

紅才会             北寿会            静友会            若松会 

    

豊田支部                           大村支部           東益津支部            

第 3喜楽会           西焼津クラブ         八楠新成クラブ        第 4浜友会            

      

 

焼津支部 

桜壽会                   第一喜楽会               三寿会 

               

          

                          



 

 

 

 

 

 

 

～瀬古ときわ会～ 

 

《慨況》 

1.取り組み方針 

 1）会員相互の繋がり、絆を深め交流の活発化を推進する。 

 2）地域の人を巻き込み、地域の纏まり向上に寄与する。 

 3）地域の高齢者が健康で安心して暮らせる仲間・仲間づくりに寄与する。 

2.活動概要 

 「映画上映会」の実施 

  ・「映画の日」の設定 

    毎月第 4木曜日。瀬古町内会館 2階ホール 13：30～ 

  ・上映映画 

    大人向けの楽しめる映画とする。 

    懐かしいもの、感動のあるもの、話題作を中心に選定。 

    生活に役立つ短編も上映予定 

  ・広報 

    瀬古ときわ会の回覧板 

    町内会、自治会の協力も得て案内を実施。 

  ・その他 

    上映予定日が悪天候等危険と判断した場合は、中止または延期する。 

    詳細は別添資料参照 

 

《成果》  

1.会の活動認知度の向上 

 新しい事業に取り組んだことで、会員や地域の人達の会への見る目が変わった。 

2.「瀬古ワンツーふれあいサロン」との連携促進 

 サロン会員も上映会に参加 

 サロンからの要望もあり、連携して開催。 

3.自治会・町内会の支援・協力の促進 

 自治会、町内会が活動に関心を示し、支援協力の促進に繋がった。 

 

さわやかクラブふじえだ連合会 

○総人口  144,941人  ○65歳以上人口 42,674人  ○高齢化率 29.4％ 

○シニアクラブ会員数  3,590人       ○シニアクラブ加入率  8.4％ 

 



《今後の方針》 

1.クラブ会員の社会参加の推進 

 より多くの参加者が来るよう努める。 

 人が多く集まるところには必ず何かが起こる。大きな力が生まれてくると思うので、そ

こに会員が大きくかかわっていきたい。 

2.出前上映会の実施 

 要望があれば積極的に出前上映会を実施していきたい 

3.地域住民の穏やかな日常生活に寄与 

 感動のある心の栄養となる映画を上映し、地域住民の穏やかな日常生活確保につながる

よう取り組んでいきたい。 

 

 

【活動の様子】 

今年度導入したプロジェクター 

             

 

上映会の様子 

  

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

～シニアクラブ牧之原 勝間田地区連合会～ 

《慨況》 

 

1.事業の目的 

  （1）勝間田地区連合会は、牧之原市の中で旧榛原町内の勝間田地区と牧之原地区を範囲として 5 単クで構

成され会員数 185 名である。当地区も御多分に漏れず、会員の高齢化と会員数・クラブ数の減少に悩

まされている。活動を活性化し、地域にとってのクラブの存在感を高める方策としてクラブの体力強

化の必要性を感じた。 

（2）平成 30 年、クラブ内女性会員の中で自然発生的に生まれたハンドベルの活動は、その年度末に開催し

た地区連合会芸能発表会での練習成果の披露は好評を得、令和元年にはグループの参加希望者が 46名

に増えた。 

（3）この活動を中心にクラブの体力強化（加入促進）を行い、地域再生（安心・安全ネットワークの構築）

を行っていこうと今年度の県・市町連携事業に応募した。 

2.事業概要 

（1）活動の内容（令和元年 11月～令和 2 年 3月） 

   正式にハンドベル愛好会「美鈴の会」を立ち上げ。定期的に練習を行い演奏技術の向上と会員同士の

親睦を図る。併せて、日常生活情報（健康管理、消費者被害防止、交通安全、防犯情報等）を交換し

地域へ持ち帰る。 

（2）令和 2年 1月 29日 勝間田小学校低学年児童との演奏交流会の開催 

   令和 2年 2 月  7日  特別養護老人ホーム「グレイス」での慰問演奏会を開催 

 

《成果》 

 

1.会員相互の絆づくり 

 ハンドベルの愛好会を立ち上げたことで、会員相互の信頼関係がさらに強まった。 

2.クラブの体力強化 

 会員の高齢化、会員の減少に対しての確たる対策が見えない中で、自発的に生まれた趣味の会「美鈴の会」

による仲間づくりの強化は、一つの光明である。 

3.地域社会貢献活動 

 シニアクラブ活動による地域再生を今回事業の 1 つの目標としたことで、会員の中に活動が自分自身だ

けでなく地域社会への貢献となるものとの認識が強まった。 

4.人材の発掘 

 今回の事業でキーとなったのは、指導力豊かな演奏指導者が近隣地区におられたことであり、クラブから

の指導依頼を快諾していただけたことが大きい。 

 

《今後の方針》 

 

・成果にも上げた通り、事業ではいくつか得るところがあり、確実にクラブの活性化と会員の活動に対する

意識の向上が伺える。今後、一歩踏み出してより地域への貢献・繋がりを深める活動を続けていきたい。 

・「美鈴の会」の活動に限らず、地域の人的資源を活かすことは地域との連携を深める良い手立てで今後、

地域の人的資源をクラブ内外から発掘し、活動の活性化に繋げていければと思う。 

 

 

シニアクラブ牧之原 

○総人口 45,818人   ○65歳以上人口 13,895人   ○高齢化率 30.3％ 

○シニアクラブ会員数 1,455人        ○シニアクラブ加入率   10.4％ 

 



【活動の様子】 

 「美鈴の会」の立ち上げ 

    



   



活動の様子 

  勝間田小学校児童との演奏交流会        特別養護老人ホーム「グレイス」での慰問演奏 

   

 

 

 

 

                         定期的な練習風景 

   



 

 

 

 

 

 

～吉田町さわやかクラブ連合会 れいわクラブ吉田～ 

《慨況》 

・「健康、友愛、奉仕」のシニアクラブの基本理念をもとに、地域に住むすべての高齢者

の生きがいと健康増進、高齢者相互の支え合い活動や長年培ってきた知識・経験を次世

代への継承を通じ「地域の絆」の形成に貢献しようと令和元年 5月「れいわクラブ・吉

田」を設立した。 

・活動は「健康麻雀」毎月 2 回、「ペタボード」毎月 2 回、女性部の「手芸教室」毎月 2

回、その他「定例会」毎月 1回、会員に町議会議員がいるので年 4回「町政報告会」を

実施しており、グラウンドゴルフ大会、輪投げ大会を年 2回開催している。また、女性

部の手芸教室の作品「はいはい人形」や書道、絵画、写真等を吉田町文化協会主催の文

化展に出品している。 

・令和元年 12月 24日には、町内にある特別養護老人ホーム「よしだアスカの里」を慰問

し、入居者と共に楽しい一日を過ごした。 

・「れいわクラブ・吉田」は、生まれたばかりのクラブですが、地域に開かれた、誰でも

が愉快に参加できるクラブとなるよう、活動を続けていきます。 

 

 

《成果》 

・「れいわクラブ・吉田」は健康寿命の延伸と教養の向上、仲間づくり、居場所づくりを

図りながら「地域の絆(安心・安全ネットワーク)」の形成に貢献できることを目的とし

ています。 

・健康づくり、認知症予防はクラブの主要活動でもある「健康麻雀」「ペタボード」の活

動で効果を上げつつあると思う。また、居場所づくりとしても、効果を上げつつある。 

・年末に行った施設訪問は「広報よしだ 1月号」にも掲載され、「れいわクラブ」の活動

が、広く町民にＰＲ出来たことは、大変良いことだと思います。 

 

 

《今後の方針》 

・今後も、クラブ設立の目的である、健康寿命の延伸、教養の向上、仲間づくり、居場所

づくりを図りながら「地域の絆」の形成に付与できるよう、活動を継続していきたく思

います。 

 

 

 

吉田町さわやかクラブ連合会 

○総人口 29,636 人   ○65歳以上人口 7,339人   ○高齢化率 24.8％ 

○シニアクラブ会員数 1,071人       ○シニアクラブ加入率   14.5％ 

 



【活動の様子】 

      

               



 

 

 

 

 

 

～シニアクラブ浜北 中瀬第六親和会～ 

《慨況》 

 

・私達、第六親和会では、地域の活性化と交通安全・防犯・防災を目的に次の活動を行って

いる。 

  1.子どもたちの登下校の旗振り 

  2.交通安全、消費者被害防止のための講演会の開催 

  3.高齢者の見守り活動 

  4.交通安全運動街頭指導 

  5.防災研修会講座の開催 

・地域の安全・安心ネットワーク構築のため仲間づくり事業の形で「幸の会」、「GG会」、「中

六遊遊会」を開催している。 

  ①今年度の「幸の会」開催実績及び予定 内容 

   1.令和元年 6月 24日 実施      

   2.令和元年 10月 29日 実施 

   3.令和 2年 2月 20日 予定 

   内容：演芸公演、講演会、ゲーム（輪投げ、グラウンドゴルフ、カラオケ、ブローゴ

ルフ、ビンゴ）、懇親会等を開催し、地域での日常生活を楽しく元気に過ごせ

る様、様々な工夫を凝らした会 

     ②GG 会（グラウンドゴルフ）毎週水・土・日の 3 回実施し第 3 日曜日は大会を開催し

ている。 

     ③中六遊遊会 月 2回の実施（不特定日） 

      浜松市が行っている健康寿命延伸のためのロコトレを中心にした健康づくり事業で

す。体を動かし大きな声を出して楽しく健康づくりをしましょう。 

      1.ロコモーション体操 

   2.カラオケ、コーラス 

   3.輪投げ 

   4.室内ミニグラウンドゴルフ 

・そのほか、自立体力測定を行っています。 

   1.浜松市社会福祉協議会の協力で行う 体力測定 

   2.地域包括センターの協力で行う 健康体操 

 

シニアクラブ浜松市 

○総人口  802,728 人  ○65 歳以上人口 218,947 人   ○高齢化率 27.3％ 

○シニアクラブ会員数  22,104 人        ○シニアクラブ加入率 10.1％ 

 



 

  《成果》 

○地域の活性化と安全・安心ネットワークの構築 

・交通安全・振り込め詐欺は「幸の会」でスライドショーとして実施 43 名の参加があり

交通安全・防犯意識を再認識することが出来た。 

・登下校での子ども見守り月 1 回の街頭交通安全指導が実施できた。 

・地域の神社の清掃活動には 38 名が参加してくれた。 

・地域の広場の整地を行い、グラウンドゴルフ、運動会ができる広場を整備できた。 

・浜松市危機管理課の講師をお招きし、6 月 14 日 協働センターで防災講座を開催した

参加者 21 名 

○自立体力測定 

 ・社会福祉協議会の協力で自立体力測定を実施できた。各個人の現在の体力を認識して

もらうことで、今後の個々人の目標、改善を継続して目指してもらいたい。 

○それぞれの会の成果 

 ・「幸の会」は、ゲームに商品が出ることで毎回 35～40 人の参加者があり、皆さん楽し

みにしている。大事な事業だが、内容に苦労する。 

 ・「中六遊遊会」は、親和会全員の参加ではないので会員の増員がもう一つの目標、現在

20 名で女性の参加が多い。逆に「GG 会」は 18 名の殆どが男性、いずれもロコモー

ション体操を行い状況に応じて、歌を全員で歌っている。毎回同じ内容にならないよ

う注意している。 

 

 

《今後の方針》 

○先ずは、親和会の活動を地域の皆さんに知ってもらい、高齢になったら親和会の会員にと

言っていただけるような活動をしていきたい。 

○「幸の会」現在年 3 回の開催を 4 回に増やしたい。内容を工夫し、会員が一人でも多く参

加できるよう、社会福祉協議会、包括センター、シルバー人材センターなどと協力し、元

気に楽しめる会としたい。 

○「中六遊遊会」現在常時参加者 8～10 人会員数 20 名だが。常時参加 15 人会員数 30 名を

目標に頑張りたい。「やりたいことは、やっておく」「食べたいものは食べておく」「逢いた

い人に逢っておく」「ゆきたいとこに行っておく」足腰立って元気なうちにを目標に頑張っ

ていきたい。 

○「GG 会」週 3 回の活動には満足しているが、地区大会、市の大会、県の大会へも一人で

も多く参加できるよう内容をもう少し充実させ、大きな目標をもって会員増強をめざした

い。 

 

 

 



【活動の様子】 

      

 

 

 

       

 

 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

～シニアクラブ浜北 中瀬第三親和会～ 

《慨況》 

 

・新東名開通と共に生じた半端な残土地の荒地化、通学路が東名取付け道に沿って作られたため、

電柱も少なく防犯灯もほとんどありませんでした。歩道も草木の成長で妨げられ手入れする人

さえありませんでした。そんな通学路を何とかしなければと生まれたのが「中瀬三区花の会」

です。 

・3月末～4月前年準備したチューリップの開花が始まり、プランターを自治会内通学路数か所に

配置。 

・あじさいの挿し木を町内公園に移植。来年の開花の準備として 1箱 3～4本を植え付けたプラン

ターを 30箱位用意した。 

・敬老会参加者へ手作りの鉢植えを贈呈 80個。会場内にも花を用意し会を盛り上げた。 

・11月 18日 チューリップ稙花祭を開催。会員 22名が集う。 

・会員を中心に掛川花鳥園へバスツアー実施会員同士の親睦を深める。 

 

 

《成果》 

 

・チューリップは、暖かな日が続いたため予想以上に早く花が散ってしまった。あじさいも挿し

木のためあまり大きく育たず、目立たなかったのは残念です。公園に移植したあじさいは近々

大きな花木となると期待しています。 

・敬老会で贈った鉢は長く花が咲き、年が変わっても玄関先に置かれている家も多かった。 

・稙花祭、バス小旅行、食事会を行ったことで多くの方が集まり、親和会の活動を知っていただけ

たようで、 

 会員の増につながった。 

・通学路での作業で、子どもたちとの会話が増えた。 

  

 

《今後の方針》 

 

・最初は町内の荒地を何とかと軽い気持ちで通学路に花を植え始めましたが、なかなか上手くい

きませんでした。しかし、高齢者が作業している姿を多くの自治会の方が目にとめていただい

たことは、親和会の活動に対する意識を確実に向上させたと信じています。 

・会員の増強までは遠い道のりですが、何事も行動に移さなければ叶いません。人の和を広げる

ことがその一歩。小さな歩みですが前に進む自信が持てました。 

・現在、廃品回収を行い、事業継承の資金づくり、人づくりを頑張っています。 

 

 

 

シニアクラブ浜松市 

○総人口  802,728人  ○65歳以上人口 218,947 人   ○高齢化率 27.3％ 

○シニアクラブ会員数  22,104 人        ○シニアクラブ加入率 10.1％ 

 



【活動の様子】 

 

 



 

自治会内道路沿いで咲くのチューリップ 

    

 

チューリップの球根植え付けをする会員 

    

 

                    プランターの花を見る下校途中の児童 

                  



 

 

購入した苗、肥料、プランターの一部                    掛川花鳥園での 1コマ 

     

 

 

                       敬老会贈呈用の花鉢づくりをする会員 

                    

 

 

敬老会会場を盛り上げた会員手作りの花                敬老会参加者に贈った花鉢 

   



 

 

 

 

 

～シニアクラブ天竜 シニアクラブ川口～ 

 

《慨況》 

 

・シニアクラブ川口では毎年地域の環境美化活動をおこなっている。 

 川口八幡神社境内、その周辺の草刈りや河川敷に設けたグラウンドゴルフ場、小学生たちの遊

び場などをきれいに保っていくためには年間 5～6回の草刈りが必要である。しかし最近クラブ

会員の高齢化が進み、体力的にも難しくなって来ている。そのため作業の効率化と作業負担の

軽減を図る為、県市町連携事業の中の地域支え合い活動推進事業を利用して、草刈り機の導入

を図った。 

 今年度草刈り作業の実施状況 

実施日 時間 参加人数 場所 

令和元年 5月 12日 09：00～11：00 5人 お宮周辺・堤防・河川敷 

    6月 20日       同上 5人 同上 

    7月 25日 同上 5人 同上 

    9月 5日 同上 7人 同上 

    10月 5日 同上 10人 同上 

    11月 1日 同上 5人 同上 

 

 

 

 
 

 

   《成果》 

 

・毎年の草刈り実施で子どもたちもきれいで安全な環境で遊ぶことが出来、我々会員も快適にグラ

ウンドゴルフを楽しんでいます。しかしながら、みな高齢となり作業は大変になっています。今

年度は、機会の導入で作業がはかどり助かりました。何よりも、少人数で作業ができることが一

番です。 

 

 

《今後の方針》 

 

・今後も、神社境内やその周辺、建設省から借り受けた河川敷等の美化に取り組み、子どもたちの

遊び場、グラウンドゴルフ場の草刈りをつづけ、地域の環境美化に貢献していきたい。 

 また、楽しみであるグラウンドゴルフで体を動かし健康づくりと仲間たちとの交流を続けてい

きたい 

 

 

 

 

シニアクラブ浜松市 

○総人口  802,728人  ○65歳以上人口 218,947 人   ○高齢化率 27.3％ 

○シニアクラブ会員数  22,104 人        ○シニアクラブ加入率 10.1％ 

 



【活動の様子】 

 

 

 

 

 

 導入した草刈り機と作業風景 

     

                      

 



 

 

 

 

 

～シニアクラブ浜北 浜名千寿会～ 

 

《概況》 

 

○千寿会では、役員一同協議の結果、自治会と連携し年々増加する高齢者が「気軽に集える出会いの

場づくり」が、安心・安全ネットワークの構築（地域支え合い推進事業）に繋がる活動と考え、毎

月 1回（第三火曜日）開催する定例会で次の事業を行った。 

  ・楽しいおしゃべり会、カラオケ、ビンゴゲーム、サイコロダーツ、輪投げ、お年玉ゲーム、ペ

ットボトルゲーム、カルタ会、グラウンドゴルフ等 

  ・小学校 4年生とのグラウンドゴルフ大会の開催 

  ・総合福祉施設きじの里での幼稚園児との交流会の開催 

    歌、健康体操などをし昼食は流しソーメンを楽しんだ 

 

 

《成果》 

 

○気軽に集える出会いの場づくりを心掛け 1 年間の活動をつづけたことで、今年度 11 名の新会員を

迎えることが出来た。 

○小学生、幼稚園児との世代間交流は大変楽しく、元気を一杯貰うことが出来た。 

 
 

  《今後の方針》 
 

○健康で生きがいのある日々を送れるよう地域の皆が、気軽に集える活動をこれからも続けたく思

う。 

○例会での健康体操の取入れを検討していきたい。 

○幼稚園児、小学生児童との交流も継続していきたい。 

 

 

【活動の様子】 

 

子どもたちとの交流会 

   

シニアクラブ浜松市 

○総人口  802,728 人  ○65 歳以上人口 218,947 人   ○高齢化率 27.3％ 

○シニアクラブ会員数  22,104 人        ○シニアクラブ加入率 10.1％ 

 



 

 

 

 

 

 

～シニアクラブ浜北 浜名第 3 寿楽会～ 

《慨況》 

 

○第 3寿楽会の活動 

・サロン活動では、役員、班長さんにご協力いただき、ボタモチ、甘酒、お汁粉等を作った

り、お茶菓子をお出ししています。活動には常時 30 名前後の方が参加され、ロコモ運動

で体を動かし、楽しくおしゃべりをしています。 

・読み聞かせ会では、地域の子ども達を 3歳児から 5歳児に 3組に分け毎月交互に楽しくふ

れあいながら読み聞かせを行っています。帰る時には子どもたちとの距離も縮まり、ハイ

タッチ、握手で笑顔のお別れです。また、子どもたちとの七夕まつりも楽しみです。 

・先生をお願いしてキーボードを持参いただき、童謡から歌謡曲まで幅広いジャンルの歌を

楽しく練習し、半年間の練習の成果を町のお祭りで発表しました。 

・山野草を育てる会を立ち上げ、皆で種を植え楽しんだ。特に清楚な花をつける鷺草は、人

気が高く皆さんに喜んでいただいた。秋には、コスモス畑を鑑賞に行ってきました。 

・年末には、バスをチャターして普段個人では中々できない夜間の外出、イルミネーション

を楽しみに浜松フラワーパークへ出かけ、参加した皆から喜ばれた。 

 

 

  《成果》 

 

・サロン活動では、体を動かし、楽しくおしゃべりをすることで、参加者同士のふれあい、

絆が深まり地域支え合いの基礎となるネットワークの構築に効果があった。 

・読み聞かせの活動では地域の子どもたちとのふれあいを通し、地域での世代間交流に効果

があった。 

・歌の練習、山野草の会、旅行等の活動は仲間づくりの面からも効果があるものと思われる。 

 

 

 

《今後の方針》 

 

・町内、自治会との連携を取りながら、さらに活動を充実させ地域での寝たきり高齢者、 

 や孤立する高齢者が無くなるよう頑張っていきたい。 

シニアクラブ浜松市 

○総人口  802,728 人  ○65 歳以上人口 218,947 人   ○高齢化率 27.3％ 

○シニアクラブ会員数  22,104 人        ○シニアクラブ加入率 10.1％ 

 



【活動の様子】 

     

                       歌の会では半年の練習の成果を発表 

     

山野草の会で人気の鷺草                    秋にはコスモス畑の鑑賞に出かけました 

  

読み聞かせの会の様子             子どもたちとの七夕まつりは地域の世代間交流にも効果的 

 



 

 

 

 

 

～新津地区連合会の活動～ 

《慨況》 

〇安心・安全ネットワークの構築 第 2 弾 

 高齢者のみの世帯や独り住まいの高齢者を対象に家庭訪問を実施。その地域高齢者同士の絆を高め安心・

安全ネットワークづくりを行う。新津地区の町別（8 町）でシニアクラブの単位部会の役員と民生委員、

自治会役員とでチームを作り、また、シニアクラブ 3 役で巡回しその実情を把握する。 

実施日程 

8 月 具体的スケジュールと内容の策定を行う 

9 月 地区自治会連合会、民生委員へ説明展開した 

10 月 自治会連合会へ展開を依頼するも協力を得られず、会員を通じて町民へ周知連絡を行う 

     別紙 8 月 1 日発行回覧を新津地区 12,000 人約 4,500 世帯に配布 

 10 月～3 月 

     6 か月間安否確認を行いながら該当者の訪問を実施。 

     200 円程度のお菓子をもって二人一組で訪問し、‟訪問相手の目線で世間話から笑顔で話を聴く

“をモットーで実施 

      結果を帳票に（訪問面談報告書）に記帳し、下記の集計調査票に纏める。 

     ・『町名 調査表（一人暮らしの家庭調査状況リストまとめ票）』 

      実施後、報告書を連合会長へ提出。 

      3 月定例会で実施トライアルの意見交換会を行いまとめる。 

      3 月までに報告書をまとめ下記部署へ報告できるようにする。 

      報告書作成予定 3 月中旬 提出先：地域、市、県 

《成果》 

・各自治会、民生委員とシニアクラブ単位部会との交流が促進され、この活動の持つ意味がより理解いただ

ける機会となりました。 

2025 年問題（75 歳以上が 4 人に 1 人）という超高齢社会となり、高齢年金受給者 1 人を納税者 1 人が

サポートしなければならない時代となります。更なる少子化は、8050,7040 問題（80 歳以上の要介護者

を 50 歳代の独り暮らしの同居者が介護しながら親の年金で生活する状況。70 歳代も 40 歳代の同居者が

同様となる）等の地域社会を取り巻く環境が、益々厳しさを増す中で、介護制度が見直され介護度の低い

高齢者は自宅近くの介護環境へ、また、高齢者を抱える夫婦は共働きのため朝晩は自宅におらず、取り残

される高齢者や子供たちは、独りで自宅にいなければならない不安定な環境となります。 

 そこで今回提案するピアサポート（元気な高齢者が家庭訪問をして、ふれあいの中で安全な生活ができる

ようにする）で地域に即した助け合いシステムができることがさらに確信できました。 

この活動を通して、新たに卸本町、小沢渡町でのシニアクラブの発足が期待されます。 

シニアクラブ浜松市 

○総人口  802,728 人  ○65 歳以上人口 218,947 人   ○高齢化率 27.3％ 

○シニアクラブ会員数  22,104 人        ○シニアクラブ加入率 10.1％ 

 



また、60 歳～65 歳の独り住まい者がいることも分かり、ある町では孤独死が発生していました。この世

代は要注意世代です。 

《今後の方針》 

高齢者のみの世帯や独り住まいの高齢者を対象とした第 2 弾の家庭訪問を実施しました。 

直接お会いして、お話を聴くと最初は戸惑っておられますが、こちらの訪問趣旨がわかると、だんだん笑

顔で話してくださいます。地域高齢者同士の絆が回数を重ねるごとにより高まることが体験できました。 

来年度は、訪問の回数をさらに増やし、安心・安全のネットワーク作りを進めていきます。 

 自治会単位（30 分内の生活圏）の生活支援体制事業のサポートとしてシニアクラブが大切な役割となる

ことが理解でき、“向う三軒両隣”体制に結びつくよう、青年部、婦人部、子ども会等との協働した活動

を考えていきたいと思います。因みに「子ども見守りボランティア」（浜松市子ども安全ネットワーク推

進事業）に参加、新津地区でシニアクラブとして 32 名登録しています。 

また、シニアクラブ未加入者に対して各種健康寿命延伸をテーマとしたイベントで積極的に加入促進を

行っていきます。 

但し、各町の各種役員の温度差があることが問題点です。 

 

 

【活動の様子】 

 

 

  

 

   



 

 



 

 

               

 

 

 

～市連合会の活動～ 

《概況》 
  
 １．安心・安全ネットワ－ク構築事業 
 
       世代を超え互いに支え合い助け合い、誰もが住みなれた地域で、自分らしく安心して 

暮らしたいと望んでいる。単身高齢者 等が、孤独感から逃れられる手段として、地域の人同
士で交流を深め「困った時はお互いさま」と当たり前のように言える地域づくりを目指す。 

 
⑴  はつらつ長寿事業の活動 

 
 

①  生活習慣病改善講習 “料理講座”（学び） 
 
          事業 ： 「料理講座（男・女編）」 
          目的 ： 高齢期に食す栄養バランスを考慮した講習会、並びに分担作業による人間

関係づくり。 
              （学んだ内容にアレンジを加え、地区のサロン活動に横展開する） 
        期日・実績： 令和元年 6 月 6 日(女性) 30 名 

令和元年 12 月 13 日(男性) 21 名 
          対象 ： 女性編 単老女性リーダー対象、男性編 会員公募により 
               
 
       （2）ふれあい・いきいきサロン（ほのぼのサロン）の開催 
 
          事業 ： 連合会・社協・自治会とのタイアップによるサロン活動 

（いきいきサロン・ほのぼのサロン） 
          目的 ： ご馳走を食べ「唄い・踊り」「おしゃべり」しながらの「生きがい 

づくり！」 
              －代表例－ 
              ・カラオケ、演奏・誕生会、クリスマス会（幼児と合同）、新年会 等、 
               介護予防体操（健康体操）・口腔ケア講座・レクダンス 等 
          期日 ： 令和元年年 6 月 ～ 令和 2 年 2 月（通年活動） 
          実績 ： 約 280 名程度（通算） 
          対象 ： 地区老単位として市老連全域に展開 
 
    ２．地域環境改善 推進事業 
 
       地域への感謝と気力・体力に応じた街路清掃、植栽による環境美化・「ごみゼロ」運動を展開、

戸外での語りあいと花を愛でることによる仲間づくり 
 
       公共エリアでの「花いっぱい運動」の展開 
 
          事業 ： 街路清掃運動・花いっぱい運動 
          目的 ： 戸外での語りあいによる”仲間づくり”と明るい町づくり 

（環境美化）への貢献。 
          期日 ： 令和元年 5 月 ～ 令和 2 年 1 月（通年活動） 
          実績 ： 300 名～500 名程度（通算） 
          対象 ： 地区老単位として市老連全域に展開 

こ・い・き・れ・ん 

○総人口 59,640 人   ○65 歳以上人口 16,230 人   ○高齢化率 27.2％ 

○シニアクラブ会員数 2,147 人        ○シニアクラブ加入率 13.1％ 

  

 



 

《成果》 
 

（1） “料理講座”（学び 
 男女ともに「減塩での健康」をテーマで湖西市健康増進課栄養士の講師で 4～6人の班に分けて
レシピを見ながら料理を作りました。 
特に男性受講者からは 

① みんな協力してうまくいった。 
② 段取り良くおいしい料理が出来た。 
③ 食べてみて日頃いかに味が濃いか知る事が出来勉強になった。 
④ 料理が病みつきになるかも！次回もぜひ参加したい。 

         などの感想が聞かれました。 
 

(2)    ふれあい・いきいきサロンの展開 
 

        ・「困った時は お互いさま」の心で会員同士の支えあい、助け合いの心が芽生えた。 
        ・生き生きしたおしゃべりの声と、明るい笑いに「元気をもらった」との感想が寄せられている。 

・「和やかな活動が何よりです！」との声あり 
 
      (3)      公共エリアでの「花いっぱい運動」の展開 
 
        ・空いた時間を地域のために活用でき（お返しでき）、自分もやれば出来るという自信がついた。 
        ・仲間同士の語らい、快い汗を流すことに感動をおぼえたとの感想も戴いた。 
        ・老後の健康づくりに役立つた。 
                                
                                

 

《今後の方針》 
 

 ⑴ 「ふれあい・いきいきサロン」の定着化に努める。 
 
   ⑵ 公共エリアの「花いっぱい運動」の拡大を図る。 
     事業展開にあたり、地域間の隔たりは否めない。 活動を活発にしている地域をモデルとして、何が問

題か？阻害要因は何か？検討を加え全地域が更に活発化できるよう展開する。 
 
   ⑶ 運営拡大のための予算の確保も、重要な課題と考える。 
   

 

【活動の様子】 

料理講習会 

   料理講習(男性)の受講様子 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花いっぱい運動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 単位老でそれぞれの地域にて花いっ

ぱい運動を実施。 

前年より報告が減少。再度声掛けを実施

する。 


