
 

                     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 飯田市追手町 2-678 

飯田保健福祉事務所福祉課（飯田合同庁舎）       

（公財）長野県長寿社会開発センター ４９号 
 

飯伊地区賛助会    平成 30年 4月 13日  

－１－ 

開会挨拶 石澤支部長 第１部 口演 「笑いは心の潤滑油」 和泉家志ん治師匠 

交流会の様子 飯伊地区賛助会も出店ＰＲ（巻井会長） まとめの会（意見交換） 

 さる２月20日(火)、飯伊地域タウンミーティング「シニアの出番発見！～地域に活かそうあなたのチカラ～」が

飯田保健福祉事務所・(公財)長野県長寿社会開発センター飯伊支部・飯伊地区賛助会主催、下伊那郡老人クラブ連合

会・いいだシニア連絡会共催、（社福）飯田市社会福祉協議会・（公社）シルバー人材センター3団体（飯田広域・下

伊那西部・阿南広域）・長野県高齢者生活協同組合南信地域センター・飯田女子短期大学らの協力により開催され、

シニア大学飯伊学部１年生を中心に２年生や飯伊地区賛助会員のほか、一般参加者や関係団体など含め230人余り

が飯田合同庁舎講堂に集まりました。今回のタウンミーティングでは、第一部で笑い療法士和泉家志ん治師匠による

「笑いは心の潤滑油」の口演、第二部「出会いのひろば」では賛助会をはじめとする「シニアの活動を支援する団体

や機関」など、17団体が15のブースを出店し、各団体紹介ののち、それぞれ興味のある団体と交流を図り、情報

交換等を行い、まとめの会では「お楽しみ抽選会」を交えながら、交流会で出された感想などをもとに、全体で意見

交換を行い閉会となりました。 （関連記事8頁に掲載） 
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賛助会員の皆様：　役員の人数が足りません。役員になってご協力をいただけませんか。

シニア活動推進コーディネーター

（公財）長野県長寿社会開発センター

平成30年度　飯伊地区賛助会役員・事務局員名簿

役　　　　　　　職 氏　　　　　名
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役員及び事務局就任・退任の挨拶 

《就 任》  片桐 賢二   （公財）長野県長寿社会開発センター 

                    飯伊支部長 兼 事務局長 
 

このたび、４月１日付けで飯田保健福祉事務所福祉課長に着任し、あわせて 

長野県長寿社会開発センター飯伊支部長兼事務局長を仰せつかることに 

なりました。 

 飯伊支部には平成 25年３月まで３年間、事務局次長としてお世話になり、 

関係の皆さまとの再会には浅からぬ縁を感じるところです。 

賛助会の皆さまには、日頃からさまざまな地域活動に積極的に取り組んで 

おられることに敬意を表したいと存じます。 

さて、長野県では、平成 30年度から３か年の「第７期長野県高齢者プラン」 

を策定し、高齢者の皆さまが培ってきた知識や経験を活かし積極的に社会参加ができる環境 

づくりを進め、高齢になっても生きがいをもって健やかに暮らすことのできる「人生二毛作・ 

生涯現役社会」及び「しあわせ健康県」の実現を目指しています。 

当センターとしても、シニア大学の運営や信州ねんりんピックへの参加などを通じ、皆さまが 

地域において一層ご活躍いただけるよう、事業運営に努めてまいります。 

結びに、飯伊地区賛助会の益々のご発展と会員の皆さまのご健勝を祈念申し上げ、就任の挨拶と 

いたします。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                

                 

《就 任》  久保田 幸洋  社会活動推進員 

この度、社会活動推進員を務める事となりました久保田幸洋です。  

人生経験豊富な松澤秀明さんの後を引き継ぐ事は大変なプレッシャー 

です。まずは、皆様方のお力添えをいただくことが大切と思って 

おります。   何卒、ご支援のほど、宜しくお願い致します。 

 

 
《就 任》  田見 富美雄  賛助会役員 

シニア大３７期生です。37期生の仲間とハーモニカクラブ「福寿草」で月２回 

演奏を楽しんでおります。今回縁あって、役員をお引き受けする事となりました。 

シニア世代の活躍に少しでもお役に立てたらと思います。どうぞ、宜しくお願い致します。 

 

 

 

《就 任》  三浦 方也   賛助会役員 

38期です。実践活動で「星めぐりに会」を立ち上げました。諸々の活動を通じて、仲間作り

と知識の涵養に大きな成果を上げる事が出来ました。 

この度、縁あって賛助会役員を務める事になりました。微力ではありますが、 

シニア大の絆を大切に皆様の活動をサポートさせて頂きます。何卒宜しくお願い致します。 
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退任のご挨拶 
（公財）長野県長寿社会開発センター 

飯伊支部長 兼 事務局長 石澤 一志 
 ４月１日付けで異動になりました。３年間 賛助会の皆様には大変お世話になりまた。 

愈々「人生１００年時代」の到来です。飯田・下伊那地域には、ボランティア活動などの社会活動に積極的に参加されてい

る方が大勢いらっしゃいます。少子高齢化により生産年齢人口が減少する中、人工知能の進歩等によって自動運転や作業ロボ

ットが益々普及し、労働力の補填や身体的な負担軽減に伴うシニアの新たな活躍の場が期待されています。 

１０年後のリニア開通に象徴される新時代の幕開けを、賛助会の皆様とともに元気で迎えられますことを心より祈念して 

おります。 

社会活動推進員 松澤秀明 

 ５年間大変にお世話様になりました。この間、賛助会グループ活動交付金が減額されたり、グループ立ち上げ給付金制度が
廃止されたりと賛助会運営には大変厳しい状況となりました。 

飯伊地区賛助会では、一貫してグループ立ち上げ給付金制度の復活を総会でも決議してセンター本部へ提案してきました。

ようやく昨年度から少額にはなりましたが復活することができました。昨年、本年度と９つの賛助会グループが立ち上がり、

賛助会活動も新たな企画で活動を始める必要があると思います。 

これからも賛助会員の皆様がご健康でご活躍され、賛助会がシニア文化の発信地として益々発展されますようご祈念いた 

しております。      

賛助会相談役・元賛助会長  吉川 玲 

 平成 22年より8年間賛助会の役員として勤めさせて頂きましたが、今年をもって退任させていただく事になりました。 

 この間いろいろな楽しい思い出が出来、多くの友にめぐり合え、特に役員チームで、ねんりんピック熊本大会に参加できた

事は一生のよい思い出となりました。 

 これからも体力のつづくかぎり地域においてできる活動をして参りたいと思います。 

 大変お世話様になりました。 

賛助会幹事・元賛助会副会長 越野 渡 

 平成 20年から 30年 3月まで、10年間の長きに渡り賛助会飯田支部の役員として、皆様方に支えられ何とか過ごすことが

出来ました。 

 この度退任することとなり、この間ねんりんピックの全国大会のウオークラリーで、4 位と言う成績を上げることができ、

ほんとうに感慨深い10年間でした。 

 賛助会が益々発展されることと、皆様方のご多幸をお祈りし退任の挨拶とさせていただきます。 

賛助会活動サポーター  山本 雅子   ＝賛助会の更なる発展を＝ 

 平成22年、あの大地震の年、シニア大卒業と共に「史跡廻り31会」を立ち上げ役員が相談中にあの大地震だったのです。 

 木下先生の下賛助会の役員となり、合庁への道のりは、家庭では知る事のない大きな知識、仲間づくりを学びました。会計

も1年いたしました。活動ポーター・総会・そして「ねんりんピック」は、大町へ2回も参加し、多くの友を知りました。 

ありがとうございました。 

賛助会役員（会計） 赤羽 田鶴子 

 賛助会には会員として、また役員としても長い間多くの皆様に大変お世話になりました。心からお礼申し上げます。長寿社

会は健康で元気な皆様の第二の人生の活躍場所でございます。恒例の信州ねんりんピックの文化芸術交流会、及びスポーツ大

会等に多くの方が進んで参加されますことを願います。 

 役員の皆様、賛助会員の皆様、長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。 

賛助会役員  藤本 あや子 

一年間という短い期間での退任ですが、色々と先輩方から勉強させて頂きました。 

信州ねんりんピックへの参加は楽しい思い出です。 

賛助会の皆様がこれからもご健勝で一層ご活躍されることを願っております。お世話になりました。 
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シニア大学 38 期生卒業式が行われました 
と き：平成 30 年 2 月 27 日（火）ところ：県飯田合同庁舎 

卒業生：男性 34 名 女性 49 名 計 83 名 

講 演 会 の ご 案 内 

 現在、上演中の吉永小百合主演の映画「北の桜守」で桜守指導に森田和市さん

（飯田市龍江）が協力しているのがうれしい。（南信州記事より） 

 この様に紹介された森田さんは 40 年以上前から桜に魅せられ、仕事の傍ら桜の

保存と普及に取り組んでいます。特に樹齢 200 年を超える古木 95 本を守る活動

に取り組むとともに、これまで新種の桜 3 本を発見し、全国 8 人目の「桜名所づ

くりアドバイザー」に選ばれています。南信州公社の「桜守の旅」の指導にもあ

たっています。 

 

校 歌 斉 唱 祝  辞 卒業証書授与 
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講師 飯田市龍江 森 田 和 市さん 

講 題 「 さ く ら 四 方 山 話 」 

講演会終了後、午後 3時より賛助会総会を開催致します。 

前年度事業報告・決算報告、今年度事業計画案・予算案をご協議頂きます。

又ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表者会議も行いますので、ぜひとも、ご参加お願い致します。 

 

 

どなたでも 参加出来ます。 
お誘い合わせください。 

賛助会総会・講演会のご案内 

と き：平成 30 年 6 月 1 日(金)午後 1 時 30 分～ 

ところ：飯田合同庁舎 3 階 講堂 



 

 

   グループ活動紹介 
  

 

 

 

今春シニア大を卒業された 38期生から、5つのグループが新たに賛助会グループとして活動を

始められます。 

「星めぐりの会」（11名）「どじょうが８匹」（7名）「PC38サークル」（6名）「青空会」（６名 

「ベルの会」（8名）のグループです。 

昨年入会頂いた「３８３会」（6 名）を含め、38 期卒業生 83 名の内、47％の 39 名（主会員）

の方が賛助会にグループ加入頂きました。 

賛助会役員による、シニア大生に賛助会活動をご理解頂く為の、賛助会勧誘活動を数多く実施

してまいりました。 

また 2017年復活した「グループ立ち上げ給付金制度」（新たに 5人以上でグループを立ち上げ

ると 1万円給付する制度）により賛助会へのグループ加入が飛躍的に拡大する事が出来ました。 

 

  

 

賛助会新規加入グループ 
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NSU37人形劇活動班      賛助会で活動 2年目挑戦 
                  

                       （人形劇活動班 事務局 森山 幹夫） 

私達 NSU37人形劇活動班は、南信州の人形劇文化にシニア世代の私達も地域の一員として 

積極的に参画し、活動しているグループです。 

シニア大 2学年実践講座で、人形劇活動班を立ち上げ「いいだ人形劇フェスタ」サポート 

スタッフとして受付業務を行い、飯田人形劇センターの「人形劇初級講座」を受講し人形劇団  

「ふたご座」を立ちあげ、[お日様・お月さま・夕立様 ]を初演しました。 

卒業後、飯伊賛助会に NSU37人形劇活動班として登録させて頂き、2017年は飯田人形劇 

センター「人形劇中級講座」を受講、2作となる人形劇に挑戦し、演技指導を受け 2018年 4月、

飯田人形劇場「定期公演」にて「ぼたもち和尚さん」を上演致します。 

 今年の夏、人形劇のまちが生まれて 40年を記念して、「世界人形劇フェスティバル 2018」が 

8/3～12 までの期間開催され、海外約 20劇団の公演も予定されております。 

私達人形劇活動班も、フェスタでの実行委員会・人形劇地区公演・サポートスタッフとして 

参加致します。 

賛助会の皆様にも、人形劇フェスタ サポートスタッフとしてご参加頂き、又新たな 

「出会い・触れ合い・学び会い」を体感頂きたく、重ねてご参加をお願い致します。 

 

 

 

  

 

  
  
  
  
     （日本ウニマ会長・人形芝居燕屋 「くすのき燕さん」による演技指導 3/9） 
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「笑い」と「学び」と「健康」がテーマの講演会 
賛助会の皆さまのご参加と、ご協力をお願いいたします。 

１．期日  平成３０年 10月 28日（日） 13：30～16：30（予定） 

２．場所  飯田市飯田文化会館大ホール（予定） 
 愛知県に本拠を置く「公益財団法人 長寿科学振興財団」が行っている長寿たすけ愛講演会事業は、
明るく活力ある長寿社会の構築を参加者と共に考え、毎日の生活の中でできる介護予防や健康づくり
を目的に、「勉強：健康長寿に関する勉強」「運動：日常生活の中でできる運動の実践」「笑い」を３
つのコンセプトとして、各都道府県自治体や関係団体と共同して全国各地で毎年開催しています。 
（公財）長野県長寿社会開発センター飯伊支部では、この事業に昨年度応募し、この度、飯田で開

催されることとなりました。今後は飯伊地区賛助会をはじめ、今号でも掲載されている「タウンミー
ティング」の関係団体とともに実行委員会を立ち上げ、計画運営してまいります。 

 今年度はシニア大学飯伊学部が設立され四十周年となります。私達飯伊地区賛助会も、この記念す

べき年を新たなる飛躍の年と捉え、シニア大の理念である「出会い、触れ合い、学び会い」を実践し

たいと思います。                          賛助会  森山 幹夫 

予告（開催決定） 

平成 30年度「長寿たすけ愛講演会 2018in飯田（仮称）」 

 

編 集 後 記 

 

２０年ほど前、結婚式には仲人がつくのが当たり前だった。最近は結婚式に行っても仲人がつかない
のが当たり前になっとる。 
時代の変化じゃあなあ。結婚はそれはそれとして、葬祭の方は旧態依然の形が多い。これも時代と共

に多少の変化してくんじゃあろうなあ。どう変化していくんか見当もつかん。 

ただ、一般にお寺離れ、宗教としての仏教離れは進んでいくんじゃろうなあ。 
自分自身えろう気にもなしにお寺とお付き合いをし、仏教に宗教を感じなくなっとる、そうゆう人は

多いに違いない。 
自分も年やでわからんまんまあっちべたの世界へ行くのは勘弁願いたいと思っとる、そこで飯伊の寺

院を訪ね宗教とは何んぞや、仏教内宗教の違い、お寺の沿革、宗教としての仏教、それぞれのお寺の大
事にしていること、やらっとしとること等々を直接寺院を訪ね，直に和尚さんに聞いてみたい、そして
その結果を発表したい。 
先日、仲間の後輩に話をしてみた。一人は是非おれも仲間に入れてくれという。一人はそりゃあええ

なあという。 
ただ、俺としては、今賛助会にはいっとるで、賛助会の一グループとして立ち上げたい。 
今賛助会はシニア大學で育った人間関係、シニア大で巡り合った趣味の会が主役となって会員構成が

なされとる。それはそれでええんじゃが、長い老いの人生まっといろいろな刺激、挑戦があってもええ
んじゃねえか、いろいろな挑戦のなかで新しい人間関係が出来てもええんじゃあねえかと思っとる、そ
こに賛助会の意味、意義があるんじゃねえかとおもっとる。 
だってえおれの考え方は全体の中で少数派になることが多い。今度もはたして自分の考えているよう

なグループが賛助会の中に出来るか不安はある。 
ただ賛助会員各位の、新しい事に挑戦する意欲、向上心、老いへの挑戦の気持ち、仲間と切磋琢磨す

る心に期待している。    乞う、入会 
 
  



《出店団体》 
飯伊地区賛助会  ★青は支援団体や機関 

シルバー人材センター 
（飯田広域・下伊那西部・阿南広域） 
長野県みらい基金 
長野県高齢者生活協同組合 

（かがやきながの） 
飯田市役所長寿支援課 
飯田女子短期大学看護学科【特別参加】 
傾聴ボランティアおひさま 

（飯田市ボランティアセンター） 
シニア大ボランティア会 
手芸楽団いちご（喬木村） 
飯田マジッククラブ 
農愉快   ★赤はシニアを求める団体 
いいだ人形劇フェスタ実行委員会 
婚活サポーター「アイリスの会」 
オカリナ「虹」「宙（そら）」 
飯田シルバーコーラス「かざこし」 

－8－ 

まとめの会～お楽しみ抽選会：発言者から当選者へ意見交換のリレー 

師匠も加わって活動ＰＲ 

 

「笑いは心の潤滑油」和泉家志ん治師匠 

お楽しみ抽選会
特別企画 

出会いのひろばは 17団体で 15ブース。参加者のみならず団体間でも活発に情報交換をしました。 

 

オカリナ虹・宙の合同演奏 

賛助会グループ「アイリスの会」 

シルバー人材センター３団体 

好評だった女子短の健康相談 

「笑い」と「出会い」 笑顔でつながる地域活動 
「初めて知りました」「もっと知りたい」「早速入会しました」「〇〇できます」

（参加者）。第一部の講演会で緊張もほぐれたのか、「出会いのひろば」では各々

積極的にブースをまわり、交流を深め、出店団体からも「参加申し込みが多か 

った」「一緒に出演しないかと・・・」など、活動と

直結する出会いがありました。昨年以上の参加者で、

ねやねやの会場。 熱気あふれるシニアパワーを特別

参加の飯田女子短期大学生も感じたことでしょう。 

特別参加 

講演前、シルバーコーラスかざこしの発表 


