
賛助会員会報第１３９号  
（公財）長野県長寿社会開発センター木曽地区賛助会     ☆ 令和２年 11 月 16 日 

コロナウイルスに負けずに・・ 
令和２年度も３分の２が終わります。４月以降、新型コロナウイルスの影響で、木曽地区賛助会

も様々な制限があって思うように活動できませんでした。とりわけ、活動グループの皆様にはスト

レス？を感じさせてしまったのではないかと心配しております。そんな中で行われたスポーツ交流

会（マレットゴルフ大会）、木曽地域シニア作品展・賛助会講演会では、会員の皆様にご参加、ご協

力をいただき、盛会のうちに終えることができました。改めて御礼申し上げます。 

さて、年が明けますと令和３年度のシニア大学生募集の時期を迎えます。令和２年度の休校が、

募集状況にどのような影響を与えるのか予想がつきません。賛助会員の皆様の多くはシニア大学木

曽学部の卒業生です。お知り合いにお声がけいただき、一人でも多くの方に入学していただけます

よう、お力をお貸しください。 

    頑張って？活動を楽しんでいます 

木曽地区賛助会には保育園や福祉施設を訪問し、園児や利用者の皆さんと交流を目的とする活動

グループがいくつかあります。感染防止のために 4 月から活動自粛が続き、動きがとれない日々が

続いていました。そんな中でしたが、いくつかのグループが行った活動を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

お助け 6レンジャー  6 月 30日（火） 

   「大桑村大桑保育園訪問」 

 39 回生のグループです。梅雨のさなか、あい

にくの雨降りでしたが環境整備に取り組みまし

た。最初は 6月 19日に計画したのですが、雨で

延期。今回は多少の雨でも、と強行実施？です。 

草刈りや植木の剪定、給食用包丁などの刃物研ぎ

を行いました。外作業が中心で、園児との接触も

ありませんので、ウイ 

ルス感染への心配も少 

なく無事に活動を終え 

ました。終了後はみん 

なでランチを楽しみま 

した。 

やっとかめ「こんにゃく作り」8 月 4日（火） 

     草取りが大変です・・・・ 

 38回生のグループです。「信州りらく」夏号の

「三方よし」に昨年の活動の様子が載りました。

コロナの関係で「街道歩き」ができず、「木曽の

郷土食」としての「こんにゃく作り」に取り組ん

でいます。こんにゃく畑は上松町です。害獣対策

と並行して草取りも大変です。LINE グループを

活用して連絡を取り 

合い、定期的に草取 

りをしています。 

休憩時間、お菓子を 

食べながらおしゃべ 

りも楽しんでいます。     
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 36期生書道教室  8 月 11日（火） 

36 回生のグループです。毎月 1 回木曽合庁の

会議室で練習をしてきました。先生はシニア大

学実技・選択講座でお世話になっている湯川先

生です。毎年、木曽地域シニア作品展にも出品し

てきました。コロナウイルスの関係で活動を見

合わせてきましたが、８月から練習を再開しま

した。今年は練習回数 

が少なかったのですが、 

作品展には出品するこ 

とができました。、これ 

からも書道を楽しみま 

す。 

 

そば作り親睦会  8 月 8,9日（土・日） 

そばの種まきをしました 

大桑村野尻の休耕地を利用し、蕎麦を育てる活

動を通してシニアの生きがい作り、里山の景観保

全に取り組んでいます。賛助会活動グループ会員

以外にも参加している地域の仲間も多く、地域を

挙げて活動を楽しんでいます。今年は手刈りでの

収穫を予定し、種の植え 

付けも手作業で行いまし 

た。作業後は「街角テラ 

スなごみ」で昼食をとり 

おしゃべりしながら楽し 

いひと時を過ごしました。 
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ピースプラス  9 月 5 日（土） 

39 回生のグループです。保育園や図書館で子

どもたちへの絵本の読み聞かせを行う予定でし

たが、コロナウイルスのために活動自粛が続い

ていました。9月に入って、木曽町文化交流セン

ターでやっと第 1 回目の活動ができました。15

分という短い時間でした 

が、２本の絵本の読み聞 

かせができました。帰り 

にはお土産もあり、来場 

の子どもたちも大喜びで 

した。10月 13日（火） 

には木曽幼稚園を訪問し、園児の皆さんと楽し

い時間を過ごしました。 

ボランティア・ブラボー 10月 19日（月） 

 38回生のグループです。福祉施設で歌や踊り

を通して利用者の皆さんとの交流をしてきま

した。コロナウイルスの 

関係で交流ができず、10 

月 19日に木曽町のデイ 

サービスセンター「ひ 

まわり」を訪問し、草取 

りや蜘蛛の巣払いなどの 

環境美化活動に取り組み 

ました。9 月 2 日（水）にランチをとりながら

事前の打ち合わせを行い、今年の方向を確認し

合った結果です。 

当日は雨も何とかもちこたえ、ゴミ袋５つほど

の草を集めました。 

 11 月 10 日（火）木曽地域シニア作品展（賛

助会講演会）の午前中は上松町の「あい愛ケア

センター」で環境美化に取り組みました。 

 できる活動を楽しみながら頑張っています。 

 

 

 10 月 25 日（日）には蕎

麦の刈り取りを行いました。収穫したそばを

使っての「蕎麦打ち」が楽しみです。 

９月 そばの花が満開

です。お花見を楽しみ

ました。 

 

 

古布の会    10月 21 日（水） 

上松町栄町にお住いの皆さんの活動グループ

です。平均年齢は○○歳、でも本当に元気な皆さ

んです。名前の通り、古い布などを使って小物作

りを楽しんでいます。昨年は木曽地域シニア作品

展に「つるし雛」を出品しました。今年は「バッ

グ」を出品しました。作品作りにお邪魔しますと、

眼鏡をかけなくても針に 

糸を通して、どんどん作 

業を進める姿にびっくり 

です。作業をしながらの 

おしゃべりやお茶の時間 

も楽しみです。 
 

無理をせず、やりたい活動ではなく

やれる活動を、仲間と楽しく！ 



第１回地区賛助会連絡協議会・地区賛助会と県本部との交流会  

どちらもウェブにて開催 

８月２５日（火）に田中伸一会長、田中たつ子副会長、萱野事務局長の出席のもとに、第１回地区賛助

会連絡協議会（北信・中信地区）がウェブ会議で行われました。会場は木曽合同庁舎です。木曽地区賛助

会長の田中伸一さんが、連絡協議会の副会長に選出されました。続いて令和 

２年度の事業について説明があり、その後「新しい生活様式を踏まえた賛助 

会員活動」について意見交換がありました。この様な状況下ですので、どの 

地区でも賛助会活動（活動グループ）が制限されています。無理をせずに、 

できる範囲で活動を行っていきましょう。活動される場合には、事務局まで 

ご一報ください。活動の様子を取材？させていただき、賛助会報で紹介します。 

 １０月２６日（月）には「地区賛助会と県本部との交流会」が同じくウェブ会議で行われ、田中会長、

田中副会長、田代副会長、木戸幹事長、萱野事務局長に出席していただきました。「コロナ禍での賛助会

活動」「今後の賛助会活動」「賛助会員の加入促進」「賛助会割引協力店について」等につきまして意見交

換が行われました。木曽地区賛助会会員の平均年齢が県下でかなり若い？ことも話題になりました。活動

グループが思うように動けない今、活動目的からは離れても活動を楽しむことが大切では、やりたい活動

ではなくやれる活動を、との支部からの意見もありました。 

 地区賛助会の運営については、会員の確保や今後予想される会員の高齢化などが話題になりました。  

              この日の午前中は賛助会幹事会、午後は木曽地域シニア作品展の実行委

員会、そして交流会とハードなスケジュールでした。合庁の暖房が入らず、

幹事会では皆さんに寒い思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。（午

後はストーブが入りました）ご多用の中ご出席いただきました役員の皆さ

ん、本当に有難うございました。 

 ご参加有難うございました 

10月 2日（金）、爽やかな秋晴れ（開会式は肌寒く、閉会式は夏の暑さを感じました）の下に大桑村スポー

ツ公園で木曽地区賛助会スポーツ交流会（マレットゴルフ大会）を開催しました。参加者は賛助会員、シニア

大学生（休校中でしたが、2 年生１２名が参加しました）、事務局を入れて４２名となりました。この交流会を楽

しみにされている皆さんも多くなってきたのかなと幹事会一同嬉しく思っています。今年も昨年同様に「ハン

ディ戦」を行いました。今年は「マイナス」のハンディしかありません。思わぬ？結果に笑顔いっぱいの大会と

なりました。上位入賞者以外にも、ブービー賞、敢闘賞、ホールインワン賞、参加賞などもあり、また JA 木曽

 
ウェブ会議中です 

 



様から白菜もいただき、賞品豪華？な閉会式となりました。 

 交流会の結果は次の通りです。              表彰式⇒ 

  優勝       準優勝      第３位    

秋山あや子さん   生路光子さん   古田亮子さん 

 

 

 

 

 ありがとうございました 

１１月１０日（火）、１１日（水）の２日間、上松町ひのきの里総合文化センターにおいて第２５回木

曽地域シニア作品展が開催されました。２５回というのは四半世紀、記念すべき作品展です。とはいうも

のの、新型コロナウイルスの関係で無事に開催できるかもわからず、気をもむ毎日でした。 

今年は新たな試みとして、作品展に係わる個人やグループの皆さんの制作

の様子は、木曽ケーブルテレビさんに取材していただきテレビ放映（「ウィー

クリーきそ」10月～）されました。賛助会関係では上松町の活動グループ「古

布の会」の皆さんにご協力をいただきました。また、解散した「陶輝会」の皆 

さんが参加した上松町の陶芸グループ「陶親会」の活動も取材していただきました。「作品展がコロナウ

イルスの関係で中止になっても、作品展に向けて頑張っておられる皆さんの様子をお伝えしたい」という

事務局の強い思いもありました。賛助会員の皆さんの中にも、番組をご覧になられた方も大勢いらっしゃ

ったかと思います。作品展にご来場いただきました皆様、番組をご覧いただいた皆様、会場準備、片づけ、

受付、会場警備等にご協力いただきました賛助会員をはじめ全ての皆様に感謝申し上げます。 

「僕の僧堂物語 禅問答－雨の音はどんな音？－」 

作品展と同時開催しました「賛助会講演会」では、50名ほどの皆様にお集ま 

りいただきました。賛助会員の皆様にも多数ご参集いただきました。新型コロ 

ナウイルス感染症の防止対策をとったうえでの開催でしたが、いかがでしたか。 

今年は、会場が密にならないように、賛助会員とシニア大学２年生にご案内を 

さしあげ、一般の方々への周知は見合わせましたが、一般の皆様もご来場くだ 

    JA賞ゲット 

 

 

 



さり、毎年楽しみにされている方もいらっしゃるのだと改めて思いました。講師の村越英裕禅師にも、感

染防止にご配慮をいただきました。講演会の運営にご協力いただきました幹事会役員の皆様、有難うござ

いました。 

 Q リンゴ４個を二人で分けると、一人何個になりますか？・・・ Q 六文銭は誰にわたすのか？・・・ 

   Q 蚊に刺されない方法とは、どんな方法か？・・・  Q 犬に仏性はあるか？ 「無」？ 

   Q 雨の音はどんな音か？・・・             ご参集の皆さん、わかりましたか？ 

参会者の皆さんの感想です・・・・ 

💛今までの生活に全く縁のなかった禅の考えに接して、とてもよい勉強をさせてもらいました。 

💛ものの見方、考え方の勉強になりました。見えないもの、心が大事。修業は大変なことですね。

残り少ない年月、いい生き方がしたいです。 

💛忘れるようでいて忘れられない講演であったと思います。忘れないでいたいと思います。 

💛大事なことを、笑いをそえてお話しくださり、ありがとうございました。周りを見て、お互い

に支えあっていくことが大切だと思いました。 

💛ユーモアがあり、興味深い話でよかった。 

        

     

「スマホにしたけど、使い方がどうもよくわからない」「電話とメールができればいいかな」「LINE を

やりたいけれどどうすればいいの」シニア世代の皆さんのスマホへの思いや悩みは尽きません。木曽地区

賛助会では、賛助会員を対象に次の日程で「スマートフォン講座」を開催します。講座講師はソフトバン

クの方々です。もちろん無料です。スマホもソフトバンクよりお借りできます。募集人数等に制約があり

ますので、詳細は同封の別紙をご覧ください。 

 日時：①令和 2年 11月 27日（金）13：30～15：30 

    ②令和 2年 12月 4日（金） 13：30～15：30     申し込み〆切 11月 20日（金） 

  

今年の文化・芸術交流大会は、コロナウイルスの関係で一堂に会しての式典等ができません。代わりに

「エッセイ・俳句・川柳」の募集を行い、１０月３１日（土）で募集〆切になりました。（賛助会員の皆

様には９月にちらしを送付済みです。）ご応募していただけたでしょうか。 

もう一つの企画は 11月 24日（火）9：05～13：00 SBCラジオ「坂ちゃんのずくだせえぶ

りでい」枠での、“2020信州ねんりんピック～シニアならではの思いを語る日～”（仮）です。月曜



日から金曜日まで毎日放送している番組です。レギュラー枠は基本的にそのままですが、いくつかのコ

ーナーでシニアの活動や思いを紹介していく予定です。木曽は SBCラジオの受信が難しい地域もありま

す。難聴取エリアの皆様は、ラジコ（パソコン・スマホ）で聞くことも可能かと思います。ご検討くだ 

さい。 

「高齢者作品展」には、木曽地区からは３名の方が出品されま 

した。作品、及び審査結果につきましては、次回の賛助会報にて 

お知らせする予定です。出品された皆さん、ありがとうございま 

した。 

    

今年度の「タウンミーティング」は、テーマ「明日をあきらめない」のもとに、元諏訪中央病院総合診

療科医師の奥 知久先生をお招きし、講演会と座談会を計画しています。日程は以下の通りです。 

賛助会員の皆様のご来場をお待ちしています。 

☆日 時 ： 令和３年１月２２日（金） １３：３０～１５：３０  開場：１３：００ 

☆場 所 ： 木曽合同庁舎 講堂 

☆講 師 ： 奥 知久 先生（元諏訪中央病院総合診療科医師）  ※大阪在住 

中信地区賛助会懇談会  感染拡大防止のため来年度へ延期に！ 

木曽、松本、大北地区賛助会員の皆さんの交流の場である「中信地区賛助会懇談会」（今年は大北地区

が当番支部）は、令和３年度に延期になりました。昨年度は木曽地区が当番であり、賛助会員の皆様にも                      

木曽町の街歩きに参加していただき、ご協力をいただきました。新型コロナ 

ウイルス感染症の終息がなかなか見えない状況です。一堂に会す感染リス 

クを考えた上での、大北地区役員の皆様のやむをえないご判断かと思いま 

す。来年度は、この会が無事に開催できますことを願っています。 

 

 

 

 
昨年の様子（木曽合庁） 

【編集後記】 

木曽谷の紅葉も見頃を過ぎました。いよいよ本格的な冬支度です。暖房の準備、水道の凍結防止、

タイヤ交換などは、冬の風物詩ともいえるでしょうか。昨年の冬はほとんど雪が無く、雪かきをし

なくて済みましたが、今年はどうでしょうか？昨年の分まで降るかな？と少し心配しています。 

「冬を楽しむ」なかなかそんな気持ちにはなれないのですが、村越先生の禅の教え、考え方一つ

で生き方も変わるのでは。 

来年は丑年です。慌てずにじっくりと足もとを見つめ、一歩一歩前に進みたいものです。良い年

をお迎えください。                       （編集委員 横道澄子） 


