
地域とつながる賛助会への入会をお待ちしております。 

私達賛助会と、様々な活動に関わる仲間達と、「出会い・触れ合い・学び会い」、 

地域の仲間の輪を広げ、地域を元気にさせる活動を、ぜひ一緒にしてみませんか！ 

 

 

                     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 平成 30 年度飯伊地区賛助会総会が、さる６月１日(金)、午後１時３０分より飯田合同庁舎３階

講堂で開催されました。総会に先立ち記念講演として、日本花の会・桜の名所アドバイザー・桜守

の森田和市先生より「桜よもやま話」の講演をして頂きました。 

聴講者は、一般参加の方、シニア大学１・２年生の参加もあり１００人余りになり大変盛況でした。 

（講演会の詳細は８ページに掲載） 

講演会に続き、総会では巻井清人会長、片桐賢二事務局長の挨拶の後、平成２９年事業・会計報

告、監査報告の議案が承認され、平成 30年度事業計画（案）、予算（案）の議案が原案通り承認さ

れました。総会後、今年度新規加入グループを含め、グループ代表者会議が開催されました。 

（公財）長野県長寿社会開発センター ５０号 

飯伊地区賛助会      平成 30年年 7月 13日  

森田 和市先生 

－1－ 

事務局 〒395-0034 飯田市追手町 2-678 

       飯田保健福祉事務所福祉課（飯田合同庁舎内） 

巻井賛助会会長 片桐賛助会事務局長 

かざこし 50号記念「賛助会会報・賛助会活動の歴史」４・５ﾍﾟｰｼﾞ掲載 

  

飯伊地区賛助会 会報 





 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 信州ねんりんピック開催  

文化・芸術交流大会 佐久市コスモホールほか 

○式典・交流プログラム・ステージ発表など ９月２９日(土)  

・会場 佐久市コスモホール 

○高齢者作品展  ９月２８日(金)～９月３０日(日)  

・会場 佐久市コスモホール 

・内容 日本画、洋画、彫刻、手工芸、書、写真の 6部門の展示 

・出品作品は未発表のものとする。 

○囲碁・将棋大会 ９月２９日(土) 佐久市野沢会館 

●作品展出品申込み締め切り・・・平成 30 年 8 月 31 日（金）まで 

毎年、長野県内 4地区（南信・中信・東信・北信）を回りながら開催される信州ねんりんピック。 

本年は東信地域（佐久市・東御市）で開催されます。 

スポーツ交流大会  １０月２０日（土） 

会場：東御市中央公園・東御市海野マレットゴルフ場  

ダンススポーツ・グラウンドゴルフ・ゲートボール・ソフトテニス・ソフトバレーボール 

ペタンク・ウォークラリー・弓道・テニス・マレットゴルフ 

●参加申込み・・・平成 30 年 8 月 17 日（金）まで 

参加資格 長野県内在住の 60 歳以上の者（昭和 34 年 4 月 1 日以前に生まれた者）。 

なお競技種目によっては、チーム編成等において参加条件の規定があります。 

参加費 1 人 500 円（資料・保険料等） 

★さあ作品づくりに！ 

   スポーツは 

優勝目指して頑張りまいか！ 

皆で行くで 

楽しいに 

※詳しくは飯田保健福祉事務所福祉課まで ☎0265-53-0464 FAX0265-53-0474 

－3－ 

開催再予告 

平成 30年度「長寿たすけ愛講演会 2018in飯田」 

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 

３. 内容   
①「学び」講演会 【社会参加と健康なまちづくり】 

千葉大学予防医学センター教授 近藤克典 

②「運動」講演会 【１０歳若返る！「インターバル速歩」】 
信州大学大学院医学系研究科スポーツ医科学教室准教授 森川真悠子 

③「笑い」講演会 【笑いと健康】 

漫才師 おぼん・こぼん 

「笑い」と「学び」と「健康」がテーマの 3つの講演会 
事前申込受付があります：賛助会員の皆さまへはあらためて案内いたします 



  特別寄稿   会報「かざこし」50号記念 
 
（公財） 長野県長寿社会開発センター 

飯伊地区賛助会・会報の遍歴 
  

賛助会相談役（元賛助会会長） 名取 津義生  
飯伊支部会報 ⇒  飯伊地区会報 ⇒ 「かざこし」 

   
（平成 18 年新春号まで）   （平成 18年春号から）   （平成 23年春号から） 
 

 

 

 

 
 
 
 
(支部事務局発行)    （地区賛助会発行）  （地区賛助会発行） 

 

飯伊賛助会、会報の流れは上記の通りです。平成 18年より県の外郭団体の改革が有り、 

賛助会活動も主体的に企画、運営に携わる事となり、「地区賛助会設立検討委員会」を 

設立し検討の結果、名称も飯伊支部賛助会運営委員会から飯伊地区賛助会に替り、会報 

編集委員会も新たに位置付けし、会報の発行も事務局発行で有ったが、 

平成 18年春号から賛助会発行となりました。 

 

会報は基より開発センター本部発行の情報誌「F８０ふわり信州」が

発行されており、会報も一緒に配布され、賛助会員 900名、 合わせて 

老大生 300名にも配られ、平成 16年新春号までは、事務局員の皆様が 

配布作業を行っておりました。大変だったと思います。 

平成 16年春号から、配布作業は賛助会に委託され現在に至っています。 

 

開発センター発行の情報誌「F８０ふわり信州」は平成 20年新春号で 

   廃刊となり、新たに春号から「信州りらく」が発刊されました。 

    会報も賛助会が発行する事と成ってから 5 年、20号を重ね、地域を 

   表す会報名にしたらどうか、との役員会での発言が有り、山にするか 

   川にするかとなり、「かざこし」が決定しました。 

    賛助会での発行し始めてから、この夏号が丁度 50号、記念号です。 

 

（信州りらく）                           
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（F80ふわり信州） 



 長野県長寿社会開発センターの創立と主要事業 
                            村松 有光 

 

 

 

 

 

 

一 長野県長寿社会開発センターの設立 

１ 設立の経緯・・厚生省の「高齢者の保健福祉１０ヶ年戦略」（ゴールドプラン）に基づき、

高齢者の社会参加、生きがいづくり、健康づくりを目指して平成元年に設立された。 

２ 組織・本部は長野市若里にある長野県社会福祉総合センター内 

    飯伊支部の事務局は下伊那地方事務所厚生課内 

    支部長（老大学部長）下伊那地方事務所長 

    副支部長（副学部長）飯田教育事務所長 

      事務局長 厚生課長(他事務担当職員) 

      専任職員 高齢者生きがい対策推進員新設（センター職員となる） 

二 老人大学等の事業(継続事業) 

 １ 長野県老人大学（県社会部の事業として昭和５３年より開講） 

開講当初は県下４学部、学長は長野県知事。 

   飯伊学部は昭和５５年開講、修業１年制（飯伊地域の希望者は昭和５ 

３年より伊那学部へ通学、第１期生となる）昭和６２年より２年制と 

なる。 

   ◇目的 地域活動の実践者の育成 

◇講座内容 教養・技能・研究の三分野の講座 

   ◇受講生 希望者多数につき市町村、老人クラブの推薦者を優先 

   ◇各学年（入学年度毎に）自治会を組織、会報発行、一円玉献金、庁舎美化活動等を実施 

 ２ 長野県地域活動指導者養成講座 県下１０支部、長寿社会開発センター理事長が代表 

   ◇目的 名称の如く地域活動指導者の養成（※平成２４年度県の事業仕分けで廃止） 

◇講座内容 老人クラブ、公民館等の事業の企画・運営についての課題把握をし、解決

に向けて、自分自身の実践活動も踏まえて実践的に研究する講座。 

   ◇受講生 定員５０名、市町村の人口比で人員を配分して適任者を推薦していただく。 

三 賛助会制度（新規事業） ※長野県独自の組織と活動で全国的に注目 

１ 目的 生きがいづくり、仲間づくり、明るく豊かな社会づくり務める。 

２ 会員 長寿社会開発センター事業の趣旨に賛同し、積極的に参加活動をする個人や法人。

入会金 個人５千円、法人５万円、年会費個人３千円、法人３万円 

３ 活動 スポーツ・芸能・ボランティア・歴史調査等のグループを登録して活動をすると共 

に、シンボルマーク入りの腕章、小旗を使ってセンターの啓発活動も行う。 

４ 賛助会員の勧誘とグループづくり（※創立当時大変大きな課題であった） 

１）市町村・企業への働きけ 前年度より会議や文書で周知と啓発活動を実施するも効果

なし。翌年、市町村を訪問。村長、厚生課長、地区によっては老人クラブ、有識者と

面談し加入を要請。筆者の今までの人脈を活かして理解をいただき多くの支援をいた

だく事ができた。企業も１０社余を訪問し数社の加入をいただいた。 

２）グループづくり 老大の芸能学習グループや技能グループに結成を要請し、２０余り

のグループが結成された。それぞれのグループ活動には筆者も積極的に参加し、技能

の向上を目指して各地に出向いて支援を行うことが多く多忙であった。 

 

 支部会報「かざこし」の５０号の発刊を記念して、平成元年から老人大学の事務

局を４年務められ、その後平成２５年度までシニア大学等でシニアの社会参加につ

いて講座を担当され、賛助会制度を飯伊地区で立ち上げられた、村松有光さんに、

長寿社会開発センターが設立され、賛助会制度ができた当時のことを寄稿していた

だきました。尚、今年度卒寿を迎えられます。この企画は継続していきます。 

  

 

長野県長寿社会

開発センターの 

シンボルマーク 

マル枠・・円満 

赤色・・情熱 

紫色・・気品 

緑色・・向学 

※デザインをし 

た池田満寿夫氏 

と面談して拝聴 
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 賛助会グループ活動状況  平成 30年 6月 15日 現在 

NO グループ名 代表者名 主な活動内容 

１ 飯伊フロンティア 名取津義男 
信州りらくや機関誌賛助会報の発送、賛助会活動

への協力を中心に情報交換や研修活動を実施。 

２ 
シニアニュースポ
ーツクラブ 

名取津義男 
ニュースポーツの習得を通して身体を作ると共

に、体育行事に参加し、指導普及に努める。 

３ あいあいあい会 日比野千恵 
歌や手品等の習得を通して、病院等を訪問し、共 

に友愛を深める。 

４ てるてる料理教室 西野武久 
成人病予防を中心に若返りやバランス食の調理

実習・講義を受け健康と生きがいづくりに挑戦。 

５ 双 葉 会 大平時江 
各芸能を通して福祉施設を訪問し、合わせて会員

の健康増進と親睦を図る。200回を超えた。 

６ 史跡めぐり３１回 原田 均 
史跡めぐりにより地域の歴史や文化を学び、共に 

会員相互の親睦を図る。 

７ 三 六 期 会 清水 明 
36 期卒業生を中心に、パソコンクラブ、婚活サ

ポーターの活動を通して地域に貢献していく。 

８ 
NSU37 人形劇活
動班（ふたご座） 

森山幹夫 
シニア大学在学中の人形劇上演を基に、飯田人形

劇フェスタの企画実行をめざす。 

９ 
ハーモニカクラブ 

（福寿草） 
菅沼昭彦 

シニア大学在学中に立ち上げたハーモニカクラ

ブの仲間が卒業後も活動を継続。 

10 ３８３会 松下泰見 
シニア大学在学中の３班の仲間が、福祉施設でボ

ランティア活動を継続。 

11 星めぐりの会 三浦方也 
星空を学習し、その紹介を目的に、小学生に星と

星座と神話を紹介していく。 

12 ベルの会 永井純子 
シニア大学の実践活動の継続で、カートリッジや

ベルマークの収集仕分作業等を行う。 

13 青 空 会 豊田好文 
シニア活動のいっそうの充実を図る為、出来た作

品（水墨画）を展示し、観てもらう。 

14 PC38サークル 大澤日出一 
パソコンの技術向上を目指し、地域の広報活動に 

積極的に関わりを持っていく。 

15 どじょうが８匹 胡桃澤一郎 
デイサービス、老人ホーム等を訪問。「どじょう

すくい」を演じ、入所者に楽しんでもらう。 

 

 速報‼ 開 催 の お 知 ら せ 

と き： 平成３０年１０月１１日（水） 雨天順延（１０月１２日（金）） 
       受付：９：００～ スタート：９：３０ 
ところ： 座光寺マレットゴルフ場 下久堅） 
通 知： ９月上旬に各期代表者に通知、９月末までに参加メンバー提出 
参加費： 後日連絡いたします。 
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老大・シニア大 マレットゴルフ大交流大会 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38会
サンパチ

 しらびそ高原・下栗・霜月祭り研修会 星めぐりの会・他 活動報告 
 

5月 22・23日、38期生 37名が卒業後、3か月振り一堂に会し、研修の旅をしました。 

坂本先生の、中央構造線や御池山隕石クレーターについての講演と、現地での解説を伺い、ハイ

ランドで北斗七星や木星等の夜空を観測し、天空の里のビューポイントを訪れ、かぐらの湯で温

泉につかり、伝統文化霜月祭りの実演を鑑賞し、遠山の自然と文化をたっぷり堪能してきました。 

よく喋り、よく食べ、よく飲み、よく歩き……シニア大学での授業より熱心に学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修テーマ …… 実技講座・クラブ活動の関係者がそれぞれ興味をもって参加しました。 

① 中央構造線・御池山隕石クレーター解説：坂本正夫先生（南アルプスジオパーク学術部員） 

② ハイランドしらびそ―5 月の星空解説と観察：星めぐりの会（木星・おとめ座スピカ等確認） 

③ 下栗の里―天空の里ビューポイントトレッキング：里山歩きの会（33 名 良く歩きました） 

④ かぐらの湯：食べ歩きの会 温泉めぐりの会（郷土料理を頂き、湯に浸って癒しました） 

⑤ 霜月祭り実演観賞：郷土の歴史の会（ばあばのお祓いでしわ伸ばし、天伯の厄払いで息災に） 

                        （38 会 H30 年度 幹事代表 三浦方也） 
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編集後記 
『かざこし』が 50 号を迎えました。仲間づくり・健康づくり・人づくり・意識づくり等で 

諸先輩のたゆまない地道な活動が、賛助会飯伊地区を大いに盛り上げてきた事と思います。 

今後、100 号・10 年後、いやそれ以上に継続されることを願っています。 

シニア大学で得た出会いを大きな財産として、さらに技能を磨き、学びを重ね、自分自身を

成長させたいと思っています。皆様も、グループ活動や、諸々のイベント（マレットゴルフ

大会、ねんりんピック交流会等）に積極的に参加して、シニアライフを充実させてください。 

活動サポーター・編集委員  三浦方也 

         中嶋
なかしま

 美代子
み よ こ

  幹事・編集委員 

38期生です。実践活動では、「星めぐりの会」に入って、星空を追っかけています。 

  皆様にご指導いただき、賛助会役員を務めさせていただきます。シニア大学での御縁を大切

に、少しでもお役に立てればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

          賜
たもう

 洋子
ひ ろ こ

   幹事・編集委員 

  37 期生の賜と申します。多くの友達ができたシニア大学での 2 年間、今いろいろと楽しん

でおります。この度、賛助会の役員ということで、未熟者ですがお手伝いできればと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

シニア大学３８期生同期会 

《役員就任の挨拶》 

《役員就任の挨拶》 



飯伊地区賛助会 講演会 

『 桜 よもやま話 』 

    講師 森田 和市 先生 

 
 去る 6月 1日 30年度飯伊地区賛助会総会が行われましたが、例年どおり講演会

を開催しました。現役のシニア大学生を含め、大勢の方にご聴講いただき大変有意義

な講演会でした。 

 

 講師紹介   

森田和市 （もりた かずいち）先生 

        飯田市龍江在住  

  【現職】 ・公益社団法人 日本花の会評議員 

       ・南信州日本花の会 代表 

       ・桜の名所づくりアドバイザー 

 

森田先生は、今春上演中の吉永小百合主演の映画「北の桜守」で桜守指導に協力さ

れた事は有名ですが、筆者も先生の講演を拝聴した後、当映画を見に行きました。 

映画の内容も素晴らしかったですが、中に出てくる桜の苗木から成木までの、所ど

ころに桜の木の専門的な知識が、良く描写されていたと思われました。 

植物学的な桜の紹介や、特に飯田下伊那に現存する桜の銘木にも話がすすみ、誠に

桜に関しての知識の奥深さを感じました。 

先生は 1 本の桜に魅了され桜の勉強を始められたのが 1969 年だそうで、もう 50

年も桜に携わっておられます。 

その間、山桜系「正永寺桜」を発見し命名されたり、里桜系大輪種を紹介し「里原」 

と命名されたりしております。 

また、飯田市座光寺のしだれ桜を調査し、新種と確定「麻績の里 舞台桜」と命名

されたのも森田先生です。 

数々の功績が評価され、2009 年 内閣府

「エイジレス章」を受賞されました。 

今後も日本を代表する桜の研究者として、

飯田下伊那の桜の保存と、普及に取り組まれ、

ご健勝にて活躍されることをご期待申し上げ

ます。      

－8－ 


