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別紙2 
＜社会参加活動事例＞ 
○北海道･東北ブロック 
推薦団体 （ふりがな） 

グループ等の名称 
活動内容 

 
構成
員数 

青森県 
(金木町) 

（かなぎまちだざいかい） 

金木町太宰会 
 太宰治の文学の本質を学び、顕彰活動を行っ
ている｡中高年層に限らず、町内７つの小中学
校、高校も対象として｢太宰文学作品感想文｣を
募集する等幅広い活動で町おこしに貢献してい
る｡ 

210 

岩手県 
(二戸市) 

ほごずの会  平成 4 年、退職教員が集まって、プレ国民文
化祭で二戸弁の寸劇を発表したことをきっかけ
に結成されたサークル｡二戸市の方言を方言集
やカルタの作成を通じて若い世代に伝えようと
精力的な活動を続けている｡ 

１２ 

宮城県 
(松山町) 

（ゆ） 

結いの会 
中高年男性だけのボランティア団体として、
週３回の配食サービスを年間を通じて実施｡ま
た、週１回、デイサービスセンターにおいてゲ
ーム大会などを中心としたふれあい活動を実施
するなど各種ボランティア活動を積極的に展開
している。最近では、昔遊びの伝承を通して小
学生との交流活動も活発になっている｡ 

５２ 

 
※ 推薦団体欄の（ ）内は代表者の居住地 
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○関東･甲信越ブロック 
推薦団体 （ふりがな） 

グループ等の名称 
活動内容 

 
構成
員数 

埼玉県 
(川越市) 

男の料理  社会福祉協議会主催高齢者料理教室の男性修
了者のみでグループを結成｡定期的に料理実習
を継続し､家庭での評判も上々｡料理の腕を活か
して障害者の調理実習のｻﾎﾟｰﾄ､福祉施設や病院
では園内清掃､男性ならではの技術や力を必要
とする各種行事の手伝いなど､ボランティア活
動を月4～5回行っている｡ 

２４ 

埼玉県 
(川口市) 

（しばいちことぶき） 

川口市芝1寿会 
 老人クラブを主体に､舞踊､民謡､カラオケ､グ
ランドゴルフ､ゲートボールの各趣味主体のク
ラブを 19年間自立運営｡毎週 1日をクラブの日
として練習に励み､民謡や舞踏は町会や地区の
指導ボランティアとして活躍｡施設訪問､公園の
清掃・植栽活動などのボランティア活動にも力
を注いでいる｡ 

９３ 

千葉県 
(銚子市) 

（ことぶき・ばんど） 

銚子 KOTOBUKI・
BAND 

 昭和60年7月にバンドを結成し、以来16年
間にわたり音楽療法の目的で、老人福祉施設や
知的障害者施設、保育所等を訪問し、演奏を通
じた交流を続けており、地元のお祭りや県外で
のイベントにおいても演奏を行っている｡演奏
楽器は、キーボード、ベース、ドラム、パーカ
ッション、大正琴など様々である｡ 

３５ 

東京都 
(墨田区) 

 

NPO法人つくろう会  ものづくりに関心のある人が月1回集まって、
介護用品に留まらない日常生活に便利な物や楽
しめるアイデア品まで含めた｢活力ある高齢化
社会｣のためのものづくりに取り組んでいる｡製
作品発表会(年1回)やものづくり教室を開催し、
多くの人につくる喜びを与えている｡ 

２３ 

東京都 
(葛飾区) 

アンサンブルポニーか
つしか 

 シルバーの音楽グループ｡週1回の練習を継続
し、定期演奏会(年間2,3回)やシルバーアンサン
ブルフェスティバルなど、多くの演奏会を開催
している｡障害者施設等へのボランティア演奏
活動も積極的に行っている｡ 

１９ 

神奈川県 
(愛川町) 

春日台シルバー消防隊  阪神大震災を契機に高齢者を主なメンバーと
する地域自主防災組織として結成｡消火訓練等
の防災訓練を毎月１回、定期的に行うとともに、
防災・防犯パトロールや防災に対する広報活動
といったﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を通じて、地域社会に貢献
している｡ 

１５ 
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○東海･北陸ブロック 
推薦団体 （ふりがな） 

グループ等の名称 
活動内容 

 
構成
員数 

静岡県 
(沼津市) 

 

KMG・加藤マンドリ
ン楽団 

 この楽団は、音楽を愛する高齢者が集まり、
ギター、マンドリン等の演奏を通じて、自らが
生き甲斐による喜びを感じるとともに、観客に、
感動、喜び、活力を与えている｡また、老人ホー
ムへの慰問、演奏会をはじめ、地域のイベント
等にも積極的に参加することで社会との関わり
合いを持ちながら、生き生きと充実した生活を
送っている｡ 

４４ 

石川県 
(珠洲市) 

（うえどろうせいかい） 

上戸朗生会 
 毎月 1 回、切り絵教室を開催し、各種文化祭
等に出展している｡また、小学生や社会人に指導
している｡ 
 年 4 回、公民館の内外の清掃、草刈りを行っ
ている｡ 
 保育園児とのお茶教室の開催や昔遊び、小学
校児童との昔遊びでの交流を図っている｡ 

110 

石川県 
(志雄町) 

（さんでんこうか） 

散田校下老人会 
 年2回､地域内にある防災ダムの堤防や管理事
務所周辺の清掃､草刈りを行うほか、集会所､神
社・寺院､道路端の清掃、草刈りを行い､道路端
に花の苗を植え､行き交う人々の目を楽しませ
ている｡ 
 年 2 回、交通安全教室を開催し、その知識を
もとに、地域内を巡回し、声かけ運動を実施し
ている｡ 
 地域内の保育所を訪問し、昔遊びやお遊戯な
どで交流を図っている｡ 

114 
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○近畿ブロック 
推薦団体 （ふりがな） 

グループ等の名称 
活動内容 

 
構成
員数 

京都府 
(京都市) 

（すかい） 

京都SKY観光ガイド
協会 

 平成 5 年に京都で開催された｢ねんりんピッ
ク｣を契機に発足した高齢者の任意団体である｡
100 人を超える会員を有し､充実した研修を行
い､質の高いガイドを実践している｡その評価
は､観光客のみならず、旅行業者の中でも高いも
のがあり､それが観光ガイド数の増加という形
となっている｡ガイド協会発足に当たっては一
部行政の関与はあったものの､以来､財政的な支
援も含めて行政の関与はほとんどなく、高齢者
自身の自主的運営により活動しており､今後と
も高齢者の生きがいづくりと社会参加のモデル
ケースとしてその活動が期待されている｡ 

102 

大阪府 
(交野市) 

糸ぐるま  週１回集まり、市内の高齢者、障害者（特に
寝たきりや機能障害を持つ人）等から依頼を受
けた服を、機能性を重視して作成、改良してい
る｡年間４００着程度の依頼があり、利用者から
も喜ばれている｡製作に当たっては、会員間で情
報交換等を行い知識・技術の向上に努めている｡ 

１０ 

大阪府 
(交野市) 

かざぐるま  生きがいとして、平均年齢７０.２歳の高齢者
ｸﾞﾙｰﾌﾟが、運転技術などを活用し、高齢者や障
害者の通院、通学、趣味の外出時等の付添い又
は自家用車を使っての送迎を行っている｡ 

１１ 
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○中国･四国ブロック 
推薦団体 （ふりがな） 

グループ等の名称 
活動内容 

 
構成
員数 

島根県 
(仁摩町) 

（にまちょう） 

仁摩町野菜生産グルー
プ 

 高齢者が自ら生産した野菜を自分の手で販売
し、地域の人たちとの交流や社会参加を目指す
ことで、生きがいづくりと健康づくりを進めて
いる｡毎年行われる仁摩町産業文化祭への出店｡
仁摩町健康福祉祭・みろこい祭、仁摩町漁業お
魚まつりへも地域住民から強い要望があり、安
くて安全な野菜を提供し、喜ばられている｡ 

１０ 

香川県 
(丸亀市) 

丸亀ひまわり文庫  週 1 回集まって、布を使った絵本やおもちゃ
を作成｡ボランティアで障害児の施設の子ども
達と定期的に交流している｡ 

２５ 

愛媛県 
(松山市) 

（いまざいけわかみや） 

今在家若宮高齢クラブ 
 中学校と連携し、スポーツ(ゲートボール、グ
ラウンドゴルフ)趣味(囲碁、将棋、竹細工)の実
技指導の講師として老人会員が活動しているほ
か、お年寄りと子供の談話会を催し、古きよき
伝統、地域の歴史等を伝える活動を行っている｡ 

７０ 

高知県 
(伊野町) 

（いの） 

伊野イレクターズ 
 障害を持つ高齢者や障害者、また介護する家
族にとって介護・福祉機器は自立支援や介護負
担軽減に不可欠である｡介護機器政策ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱと
して、注文に応じて専門職の助言も貰いながら、
メンバーの知識も活用して、個別性に対応した
福祉機器を製作している｡ 

２４ 
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○九州ブロック 
推薦団体 （ふりがな） 

グループ等の名称 
活動内容 

 
構成
員数 

福岡県 
(筑穂町) 

アルミ缶等リサイクル
グループ 

 平成３年度当初から毎月２０日を奉仕作業日
と定め、町内の美化・ゴミ減量・資源リサイク
ルを目指し、空き缶・空き瓶収集作業を実施｡平
成６年度から収集した空き缶のうち、アルミ缶
を選別回収し、プレス袋詰め後に年間５回アル
ミ再生工場に払い渡している｡ 

998 

長崎県 
(松浦市) 

   （じゅろくかい） 
池田地区寿禄会 

 地域内のゴミ拾いから活動開始｡ゴミステー
ションの清掃､海岸に捨てられた粗大ゴミの回
収等の活動を月２回行う傍ら､地域子ども会と
協力して壁画を描き健康づくりのための遊歩道
を整備している｡ 

１４ 

熊本県 
(水俣市) 

水俣市老人クラブ連合
会 

 水俣高校と連携し、高校生との交流会を実施
してきた。老連から１日１６人（２人ずつ８班
に分かれ１班５人の高校生と交流）延べ１６０
人が参加し毎年実施している。交流会から１か
月後、出席した老連の一人一人に、高校生から
感謝の手紙と写真が届く。この交流会を開催す
ることにより、青少年の非行防止にも貢献。 

3,249 

鹿児島県 
(川内市) 

育英長寿会  健康づくり農園で老人クラブ会員の生きがい
づくりを行っている｡また、小学校・保育園の子
ども達と、田植え、稲刈り、餅つきなどを行う
ことにより、世代間交流を活発に行っている｡さ
らに、文化伝承の一環として、藁草履作りや竹
細工等も子ども達に教えている｡ 

９０ 

北九州市 
 
 

（いぼり） 

井堀ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会 
 延べ 114 名のメンバーが 11 のグループに分
れ、それぞれのグループごとにふれあい昼食交
流会の手伝い、資源回収、校区巡回、高齢者の
見守り、交通安全、昔遊びの伝承、園芸など、
地域のニーズに応じたﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を行ってい
る｡ 

114 
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○関連団体 
推薦団体 （ふりがな） 

グループ等の名称 
活動内容 

 
構成
員数 

さわやか
福祉財団 
(千葉県 
市原市) 

  
青葉台さわやかネット
ワーク 

(NPO法人) 
 

 家事援助や外出介助、独居老人の話し相手な
ど福祉サービスを続けており、阪神・淡路大震
災では生活物資を現地に送ったり、幅広い福祉
活動を展開している｡また、生涯学習として｢青
葉大学｣を設立｡姉ヶ崎中学では｢心の相談員｣を
行っている｡ 

160 

東海郵政
退職者共
助会 

(三重県紀
伊長島町) 

三浦海洋文化研究ｻｰｸﾙ  熊野古道始神峠ルートを自主的に探り、整
備・再開発するとともに周辺の清掃活動に取り
組む｡歩こう会サークルから発展し、地域の自然
保護と環境整備を行っている団体で、メンバー
の交流や古道の点検も兼ねて毎朝このルートを
歩いている｡ 

２２ 

 


