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賛助会の皆様と歩みたい 

長野県長寿社会開発センター伊那支部 丸山敏樹支部長 
 
新年明けましておめでとうございます。 
皆様には、輝かしい新春をお迎えのこととお慶びを申し上げます。 
さて、長野県は、女性の平均寿命が全国で１位、男性の平均寿命は
全国で 2位ですし、高齢者就業率も全国で１位、高齢者以外を含めた

就業率も全国で２位でありまして、全国屈指の長生きで働き者の県で
あるという特色があります。 
県としては、長生きに加えて、健康づくりを行う「信州ＡＣＥ（エ

ース）プロジェクト」を推進する一方で、長寿社会開発センターとともに「人生二毛作

社会」の実現を目標に、賛助会の皆さんとともに、高齢者の活躍の場を広げる活動に取
り組んでおります。 
賛助会の会員の皆様におかれましても、ますます御健康でありますとともに、元気な高

齢者の「支える側」として、様々な「つながり」を生かして社会参加活動に取り組まれ
ることを期待しております。 
今年一年の皆様の御多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。 

 

令和２年の新年を迎えて   上伊那賛助会会長 北原正之 

新年明けましておめでとうございます。               

会員皆様のご清福とご健勝を謹んでお祈り申し上げます。 

賛助会の昨年を振り返りますと、今までになく充実していたと

思われます。それは、年度初めに新入会員４０余名の４グルー

プが加入頂き、計１０グループとなり、嬉しく頼もしく思う次第で

す。新しい息吹が参入した賛助会を現状１００余名の会員と共

に力を合わせて、一歩二歩と前進するように頑張りましょう。 

さて、社会の現実は年々大きな変革をもたらしています。働き方改革、年金の目減り、健康

保険料の２割負担など数えればきりがありません。また、大きな自然災害などが全国至る所で

起きている世の中において、高齢者、弱者が増加していることを鑑み、我々賛助会としては、小

さなことにも積極的に参加して、社会貢献活動を目的とすることが必要ではないでしょうか。 

昨年は、７月にシニア大生との親睦マレットゴルフ大会、９月には伊那市社会福祉協議会主

催のふれあい広場に事業として参加、１１月には伊那市教育委員会主催の市内中学生キャリ

アフェスにも参加、これらは皆さんのご協力のお蔭で盛大にでき、各関係機関から感謝の言葉

を頂きました。また、１０月の賛助会の集いでは大変お世話になりました。そのイベントでは、飯

島町在住の後藤俊夫監督の映画『Beauty-うつくしいもの』を鑑賞し、大きな衝撃と感動を得る

ことができました。 

 末尾になりましたが、本年も賛助会員増加に全力で取り組み、皆さんが協力して楽しく更に思

いやりのある賛助会の発展を切に望みます。 
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「上伊那賛助会の集い」開催（午前の部） 
 

上伊那賛助会副会長  奥村 伸枝 
 

上伊那賛助会のメインイベントであり、毎年１０月恒例の「上伊那賛助会の集い」が、

１０月２９日（火）いなっせ６階大ホールで開かれた。 

 ステージ上方に新調され掲げられた『令和元年度上伊那賛助会の集い』の横幕が見守

るなか、シニア大４２・４３期生を始め、卒業生やマスコミを通して呼び掛けた一般者

など約２００名が会場を埋め尽くした。 

 

 式典では、北原正之会長の開会挨拶で始まり、ご来賓の紹介に続き、来賓者を代表し

て、賛助会の母体である長野県長寿社会開発センター

伊那支部の丸山敏樹支部長からご祝辞を頂戴した。 

続いて、伊那市社会福祉協議会の篠田貞行会長に、

去る９月２３日（日）伊那市ふれあい広場でのチャリ

ティー収益金８,０００円を贈呈することができた。 

 

 式典終了後の記念イベントとして、上伊那郡飯島町

在住の映画監督後藤俊夫氏をお招きして、映画「Beauty－う

つくしいもの」が約２時間上映された。 

 下伊那郡大鹿村に、江戸時代中期から約３００年続いてい

る重要無形民族文化財の大鹿歌舞伎を題材に、激動の昭和時

代、歌舞伎に８０年間にわたる生涯を捧げた役者の絆を描い

た物語であった。 

 続いて、後藤監督のトークショーとなり、映画製作のため

の取材や苦労話などを如実に語って頂いた。 

この映画製作記念に作ったという T シャツが抽選により当選者２０名にサプライズプ

レゼントされ、会場内は更なる喜びに沸き、大きな拍手でお送りしながら午前の部が終

了となった。 
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「上伊那賛助会の集い」開催（午後の部） 
 

上伊那賛助会副会長  奥村 伸枝 
 

昼食後、「シニア大２年生との交流会」が始まった。 

先ずは、昨年度卒業されて賛助会に入会し、新鮮さと柔軟に活動されている４つのグ

ループから、チーム結成や入会のいきさつ、そして現在の取り組みなどが映像を基に堂々

とプレゼンテーションされた。 
 

１．かがやき４１グループ （竹内春利代表）７名 

  【仲間のつながりを大切に！】 

   シニア大卒業時に、「これで終わってしまうのは寂しいし、学

んだことを続けていこう！」となった。会員同士の趣味や特技が

共通していたことから、特に元気な女性メンバーが中心となり、

他のグループも巻き込んで信州花フェスタの植栽ボランティア

に出掛けた。 

＊「歳を取っても輝いていましょう！」が合言葉である。 
 
２．花グループ （両角忠幸代表）１９名 

  【思い出づくり充実のために！】  

シニア大での２年間は、市町村の歴史探訪や美味しい食事

を訪ねた活動をしていたが、卒業時にやり残していることに気

づき、写真班だった仲間を誘ってグループを結成した。 

＊カメラ片手に信州の自然撮影や、地域の伝統行事にもボラン 

  ティア参加していることから新しい友人や仲間が増えて、社会 

貢献活動をしている。 
 
３．山ぼうしグループ （野澤修一代表）９名 

  【遊ぶ仲間との長いつきあいで長生きしよう！】  

「どこかへ遊びに行ったり、旨いものを食べよう！」と意見が

一致した。最初はピザ作り、耐火レンガを組み合わせて、解体,

移動が容易な窯を造った。ピザの味が良くて仲間の結束が高

まり大成功。次にそば打ち、そして味噌作り。その前に大豆の

種まき・草取り･収穫して豆腐作りも行った。 

＊大人の遊び心を楽しむ活動で人の輪を広めている。 
 
４．ひまわりグループ （百瀬達夫代表）６名 

  【向日葵のように明るく楽しく元気よく！】  

県歌「信濃の国」に出てくる「名所・旧跡・偉人を訪ね、楽しく

学びながら名物に舌鼓が元気の秘訣！」と意気投合した。先

ずは、木曽谷を北端からスタートして中間地まで、次に中間地

から南端までの旅に出掛けた。地場の人と交流しながら慣習

や文化の違いも感じた学習になった。 

＊徐々に中信,東信,北信への旅を続けながら、夢は十州の旅である。 
 

次に、既存グループ８つの各代表者から、紹介と近況報告があったが、紙面の都合上

で失礼ながら割愛させて頂きました。 
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伊那市中学生キャリアフェスに協賛 
 

上伊那賛助会活動サポーター 松崎 哲 
 
第２回目の「中学生キャリアフェス」が、１１月１４日（木）伊那市エレコム・ロジ

テックアリーナ（通称：市民体育館）で開催され、上伊那賛助会も昨年に続きにブース

を開設した。 
 

この実行趣旨は、「仕事への思いや地元の文化、伝統、食に触れ、生き方を考える。」

ことを目的に開かれ、上伊那賛助会としては、北原会長と浦野社会活動推進員と藤井コ

ーディネーターが加わり、ゆめクラブの４名が中心になり協賛した。 

今回の上伊那賛助会ブースでは、①はがき大の台紙に「押し花」のオンリーワンアー

トを作ってプレゼント、 ②キャラメル味「ポップコーン」の提供、を行ったところ、元

気な学生が押し寄せて大行列になり、不足したカップの調達に走りまわるやらテンテコ

舞いであった。 
  

キャリアフェスの開会式            上伊那賛助会開設ブース   
 

 
押し花アート作り                              ポップコーンの提供 

 

主催者を代表して実行委員長の伊那中学校武田校長は開会式のあいさつで、「伊那谷の

元気を会場から発信したい。対話が苦手な人も勇気を出してブースで話しかけて欲し

い。」と呼び掛けられ、学生たちは、もう一つのテーマである「ふるさとの未来を考える

キッカケにしよう！」と、目標に向かって行動している姿が微笑ましく、私たちは若者

とふれあう貴重な機会になった。 
 

上伊那賛助会のこれからとして、将来を担う青少年たちに惜しみない応援が必要であ

ると思ったのと、こうして賛助会員の仲間たちと、いろいろな体験を重ねられることの

喜びやご縁は「心のメリット」であり、大きな財産になっていると確信した。 
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駒ケ根東中学校 

「ふるさとの日」に参加 
 

上伊那賛助会会長  北原 正之 

 

上伊那賛助会が駒ケ根東中学校と関わりを築いたことを考えてみることにしよう。 

５年前、中学生の「郷土愛プロジェクトキャリアフェス」が伊那中学校で行われ、賛助

会が初参加したことにより、上伊那広域行政から「駒ケ根東中学校でキャリアフェスを開

催するので賛助会も応援して下さい。」と依頼され参加したのが縁であった。 

 

今回の「ふるさとの日」は、キャリアフェスでの実績などを教職員および生徒会で検討

した結果、上伊那賛助会に参加要請の運びとなった。 

保護者や学生たちから希望があった商店（ブース）の中で、賛助会は「昔のなつかしい

お菓子」として、コメと砂糖を使った『ポン菓子作り』の実演を行った。 

 

学生や子供たちに製造

作業を体験してもらい、

６０数年前の「子供たち

のおやつ」として、今世

の飽食な時代では体験で

きない貴重な学習時間に

なった。 

 

短い時間であったが、

若い世代の考え方などに

ふれ合うことができて、

我らシニアに気持ちの良

い感触を得ることができ

た。 

 

 なお、これらの成果は、

賛助会員の原田和夫さん

所有の機械によるものと、

ご家族までのご協力によ

る賜物であった。 

また、４年前の「キャリアフェス」においても同様なご尽力を頂き、感謝に堪えない次

第であります。誠にありがとうございました。 

 

上伊那賛助会のこれからは、計画した事業やグループのイベント等には、大勢の皆さん

が参加される協力し合うことを望むものであります。 
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卒業後の活動について／シニア大生と交流 
 

社会活動推進員 浦 野 俊 男 
 

 1月 9日（木）にシニア大学１年生と、1月 17日（金）には２年生とそれぞれ交流

会を開催し、1年生に対しては賛助会の説明を、２年生に対しては卒業後の活動について 

意見交換を行いました。 

        

《1年生との交流 1月9日》       

 北原会長の挨拶に続き、活動サポーターの村上さんより賛助会制度の説明が、松崎さん

より上伊那賛助会の取り組みが説明されました。その後、昨年賛助会に入会されたシニア 

大 41期生４グループのリーダー（両角さん、野澤さん、百瀬さん、竹内さん）より、入

会に至った経緯及び当時の生活班メンバーの声等が紹介されました。 
 
 学生の皆さんからは、「今でも入会できますか？」等、前向きな質問が寄せられました。 

北原会長 挨拶            両角さん、入会に至る経緯を説明                

 

《2年生との交流  1月 17日》 
   

1 年生同様、北原会長の挨拶、村上さんから賛助会の詳細説明、松崎さんから上伊那賛

助会の取り組み、浦野指導員から入会手続きの説明の後、各生活班に賛助会役員が合流し

て、卒業後の活動について話し合いが行われました。シニア大生からは『卒業後も連絡を 
取り合い、定期的に活動したいが、どうしたらよいか？』等の質問が出され、アドバイ

スを行いました。 

午後は「地域づくり出会いの広ひろば（上伊那地区タウンミーティング）」に参加、上 

伊那賛助会と傾聴ボランティア伊那、ゆめクラブの２グループがブースを出展し、活動 

に興味のあるシニア大生に対して説明を行いました。 
 

42期生の多くの皆さんが入会してくれることを期待しています。 

  
 
 
 
 
 
 
 

松崎さん、卒業後の活動をアドバイス      奥村、竹内両副会長による入会説明 
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地域づくり出会いのひろば（上伊那地区タウンミーティング）開催 
 

シニア活動推進コーディネーター 藤 井  佳 代 

 

1 月 17 日（金）午後、ニシザワいなっせホールにて、地域づくり「出会いのひろば」

を開催しました。シニアの力を求める団体と、何かを始めたいと感じているシニア世代

の方が出会い、交流する場である「出会いのひろば」も今年で 5 回目となりました。 

 

上伊那地区で活動されている２０団体が出店（６８名）し、自らの活動の魅力を紹介

すべく、店出し（ブースづくり）をされていました。年々、趣向が凝らされ、どのブー

スからも、シニア世代の力に期待する熱い思いが感じられました。 

  

最初に各団体１分間ずつの活動紹介をしました。 

その後、シニア大２年生を中心にした９０名余の参

加者は、思い思いにブースを訪れ、出店者と交流を

楽しみました。「地域の中に、こんなにもいろんな活

動をしている人たちがいるんだね。」「このくらいの

ことなら自分にもできるかも…」などといった声が

聞かれました。 

 

長野県長寿社会開発センターからは、上伊那賛助

会と、(賛助会グループの)ゆめクラブ、傾聴ボランテ

ィア伊那、そしてシニア大学専門コースに出店いた

だきました。 

 

 ゆめクラブブースでは、押し花のしおりづくりが

大人気で多くの方が訪れていました。 

 

 傾聴ボランティア伊那のブースには、上伊那傾聴

ボランティア連絡会のメンバーもご参加くださいま

した。田畑和子グループ長から「（傾聴は）シニア世

代だからこそのボランティア」との呼びかけに、多

くの方が熱心に耳を傾けていました。 

 

「（賛助会の）お試し企画がよかったから、卒業後入会したい。」という発言に、拍手が

出る場面もありました。 

 地域には、心強い仲間がたくさんいらっしゃいます。「やらなければ」ではなく「でき

る時に、できることを、楽しみながら」活動を始めてみませんか。 
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「陶芸」と「お食事」の会 開催 
 

里山散策の会 奥村 伸枝 
 
１１月１２日（火）駒ヶ根市東伊那ふるさとの丘あゆみ館にて「陶芸」体験会を開催した。 

今回はシニア大生にもお声掛けし、『おためし企画』としたところ、２年生３名、1 年生２名の参

加を頂き、○う 運動・○え 栄養・○き 教養を「楽しみながら達成しよう！」となった。 

 

○き  ＮＨＫ朝ドラ「スカーレット」に触発され、窯元・岡田和也先生のご指導の下で、世界に一つ

だけの私づかいの器作りに挑戦することになっ

た。 

両手にずっしりと重い土の塊をこねて平らに、   

指を添えながら上の方へ伸ばし、完成した器を 

想像しながら形作っていく。コーヒーカップや、一 

輪挿しの花びん、漬物鉢、木の葉模様の平皿、

ドレッシング入れなどを夢見ながら、私はすっかり

陶芸家気分に。仕上げの焼き釉薬を先生に託し 

て、出来上る日を楽しみに待つことになった。 
 

○う  西にそびえる中央アルプスの紅葉を眺めな  

がら、ふるさとの丘まで坂道を２０分ほどの散策ハ

イキングで昼食会場へ向かった。 
 

○え  お昼は、菜々ちゃんレストランでランチバイ 

キングをゆっくりと楽しみ、今回の課題と次回の

企画について大いに語り合いながらお開きとなっ

た。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 編集の窓  
 
「夢を見るから、人生は輝く。」モーツアルトが何歳のときに咳いたのかは解らないが、令和初

の箱根駅伝を応援しながら、この言葉を「そうなんだよネｴ」と言いつつ何度も音読している。 

かって、初孫誕生の日、成人式を祝ってやれるかな？と思っていたのに、とうに古希を過ぎ、

オリンピックイヤーまで迎えられる。そうだ！夢を追いかけてきたからだと思うわ。 

同じ価値観を持ったシニア世代との出合いが共感しあって、口には出さずとも「人生は一度き

り」と、行動してくれる友達が増殖中。 

元旦、３５枚の年賀状が届いた。京都東寺の歴史ガイドボラ・川崎市民劇団の役者・フルムー

ン旅行組・腹式呼吸健康法・園芸福祉・野菜作り・賛助会存在高揚組・等々、日々を精一杯生

きている多くの仲間に励まされているのだ。 

まだなお老妻主婦の役割を担いながら、毎日、夢を見て元気ハツラツ暮らしていこうっと！ 

初夢は、あのシニア大生が仲間になった夢だった。 

またネｴ―・・ 編集委員  奥村 伸枝 
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