
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの影響による、松本地区賛助会の活動報告 

       (公財)長野県長寿社会開発センター 

             松本地区賛助会 副会長  小岩井 定男  

 新型コロナウィルスの世界的感染拡大に伴い、賛助会・グループなど

の活動が停滞状況です。昨年、賛助会の一大イベントである「三世代文化

交流大会」も三密を避けコロナ感染拡大を防ぐため中止となりました。

また、私の所属する「松本城案内ボランティアグループ」も、昨年コロナ感

染拡大に伴い、年初より案内を中止してきました。条件付きで 10 月に再開しました。再開

の条件として、あくまでも本人の意思を尊重し健康状態等は勿論のこと、ご家族とも相談し

て参加してもらうようにしました。また、お客様にも案内以後も連絡が取れるよう受付票に

記入して頂き、非接触型体温計での検温・手指の消毒・マスクの着用・ソーシャルディスタ

ンスを取って頂くよう協力要請し再開しましたが、コロナ第 3 波により 11 月中旬に中止せ

ざる得なくなりました。今は、再開に向けてメンバー全員が自身の教養を高めるため、自宅

学習をしているところです。早くコロナ終息を願うばかりです。   （寄稿） 

 
✩〘 知事表彰【社会福祉表彰】〙受賞について 
受賞者 

１， 世代交流会             グループ代表   武重 孔二 （写真：前列右より 2番目） 

２， 県シニア大あさひ会        グループ代表   三村 共子 （写真：前列右より 3番目） 

授賞式は、令和２年１２月３日（水）松本合同庁舎２０３号会議室にて行われました。  

（写真 前列左端：小松仁松本保健福祉所長、後列右端：湯浅明支部事務局長） 

新型コロナウイルスの影響があり

≪信州ねんりんピック中止≫の

為、松本合同庁舎での受賞とな

りました。 

 松本地区賛助会の上記 2グル

ープが長年にわたる地域活動に

貢献されたことで、県知事表彰

の栄誉に輝きました。 

グループ長の皆様には、松本

地区賛助会の役員も長期間ご

担当いただいており、今後益々

の活躍を期待致します。 

 

（公財）長野県長寿社会開発センター 松本地区賛助会 
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（2） 会報まつもと 59号             令和 3年 3月 17日 

－2－ 

☆松本地区賛助会特別企画  アンケート結果報告 

◎新型コロナウイルスの影響アンケート調査結果 （３０グループ中 ２6グループの回答をいただきました.） 

 

1 グループ活動の調査  （グループ数） （比率）   

1. １，全面活動停止 ９グループ 34.6% （一定期間休止の内訳） 

ア、４～６月休止４社 ィ、４～８。９月休止３社 

ゥ、一部中止２社   ェ、 冬季休止２社 

 

2. ２，一定期間活動中止 12グループ 46.2% 

3. ３，通常通り活動 ５グループ 19.2% 

2 感染防止対策       

1） 非接触型体温計備付状況（グループ数） （比率）     

1. １，設置済み ７グループ 26.9% ✩会員持参分使用グループ 5 社 

（会員持参グループは希望無し） 2. ２，設置無し 19グループ 73.1% 

 2） 非接触型体温計設置計画 グループ数） （比率）   

1. １，購入予定 ０  ✩高齢会員が多いので体温計・消毒薬の指標を

提示し設備の向上を図りたい。 

✩野外活動グループの設置計画少ない。 

2. ２，配布希望します ５グループ 19.2% 

3. ３，設置しない １７グループ 73.1% 

３ 今後の会の運営について （グループ数）（比率）   

１，会の存続に影響あり ７グループ 26.9% ✩大半のグループが新型コロナウイルスの影響

により会の存続に危機感を抱いております。 
２、会員の動向に影響あり １４グループ 53.8% 

◎ ご意見欄の記入事項等（要旨抜粋） 
  1 会員の参加が減少（半減のケース多数）しており。会の存続が危ぶまれる。 

  2 施設の訪問活動は、全くできず会の事業が出来ない。 

  3 会では、各自による注意喚起と自覚が大切と指導しております。 

  4 コロナにより参加しない会員多く活動が縮小しています。 会員の脱退希望者が有る。 

  5 会費の減額が必要です。会員の強い要望がありグループの存続にも影響あります。 

  6 地域公民館を利用して活動しています。 

  7 外部活動のみ縮小して実施している。 

  8 合庁会議室利用し入口消毒薬とマスクで対応。合庁の体温測定は、行わないのですか。 

 

❀会報委員会のアンケートのまとめ 
   １， 賛助会員グループ活動の再開に当たっては、体温計・消毒薬等の、設置義務をセンター本部の指示が

無く、各グループにより防疫設備体系が出来ていない。 

✺センター本部は、賛助会員グループ活動の責任者として、体温計の斡旋等気配りが不足している。 

   ２， 会費減額について、希望がありました。是非ご検討をお願いします。（情報誌《りらく》の希望者購読） 

   ３， 当地区賛助会ではは、各グループに通信費の援助をした。活動存続に向けたセンター本部の各種援助 

      を期待している。 

   ４， 活動の休止が発生しており、廃止のグループが出ると思われます。  （文責 峯村宏会報編集委員長 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✩事業・行事の報告 
◎ボウリング大会の中止について 

 令和 2年１１月２６日（木）実施計画でしたが新型コロナウイルスの影響により中止しました。 

◎地区賛助会意見交換会の開催   

  令和２年１１月３０日（月）合庁２０５号室にて、オンライン会議により、松本地区賛助会の３役、 

事務局が出席、センター本部の役員と会議を行いました。 

◎作品展の中止について 

  令和 3年 1月 18日からの作品展は中止といたしました。 

 

令和 2年 12月 調査 



（３） 会報まつもと 5９号            令和３年３月 17 日 

－３－ 

◎ 松本地区 法人賛助会員の紹介 

 新しく松本地区法人賛助会員になっていただいた《株式会社ヤマシタ KARADARAK》様

を紹介致します。       （城東 2 丁目 県信前） 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 株式会社ヤマシタ様は「KARADARAK でからだを楽に 心を楽に」のテーマ

のもとに個別施術、メディカルフィットネス、高齢者向けサービスなどを業務としています。 

『あなたのお体の悩みを解決』していきます。 

 賛助会員の皆さまもお体の悩みを相談してみてはいかがでしょうか。（ホームページより抜粋） 

 

松本地区 法人賛助会員 様 
  
 ○松本倉庫 株式会社    ○株式会社 長野銀行  

 ○一般社団法人 長野県薬剤師会  ○公益社団法人 長野県看護協会 

 ○松本信用金庫    ○アズサイエンス 株式会社 

 ○株式会社 プラルト   ○長野トンボ 株式会社 

 ○平成交通 有限会社   〇株式会社 ヤマシタ「KARADARAK」 

（法人会員番号順掲載） 

   法人会員様は、明るく、夢広がる、豊かな「人生 100年時代」の実現のために 

 （公財）長野県長寿社会開発センターの事業や活動をバックアップされています。 



（４） 会報まつもと ５９号           令和３年３月１７日 

―4－ 

来年度の行事について日程決定分をお知らせ致します。 

（変更の可能性有り）団体事業は秋が主力になる。 
 1 2021信州ねんりんピック 

  ◎式典・ステージ発表 令和３年 ９月１１日（土）     

      場 所  豊科公民館ホール    

  ◎作品展    令和３年 ９月１０日（金）～１２日（日）    ◎スポーツ大会 

      場 所  安曇野市穂高会館 講堂    開催日 令和３年 9月 25日（土） 

      担 当  中信地区賛助会（松本・大町・木曽）       場 所 大町市スポーツ公園 

 2 第 15回 三世代文化交流大会  

 開催日  令和３年１０月 ７日（木）  開催の可否は 6月末日までに決定する。 

 場 所  松本市音楽文化ホール 小ホール 

 主 催   松本地区賛助会・県長寿社会開発センター松本支部   

 3 賛助会主体事業の予定 

   1）ｳｫｰｷﾝｸﾞ交流会  7月 3日（土）決定 集 合 9：20    時間：9：30～12：00   

  場 所：松本市中山地区史跡巡り  担 当：山紫ｳｫｰｷﾝｸﾞ同好会 

 申 込：飯沼忠文グループ長  申 込：グループ長まで 

 締 切：6月 26日（土）   会 費：無料 

   2） マレットゴルフ   10月 21日（木）決定 集 合 8：50    競技 9：00～12：00   

 場 所：豊科 水辺マレットゴルフ場  担 当：アルプスマレットゴルフクラブ 

 申 込：小野グループ長または  申 込：グループ長まで 

         飯沼活動推進委員長  

 会 費：300円 

   3）ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ交流会 今年度中止 担 当：ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ同好会 

   4）料理教室   今年度中止 担 当：ローレル  

   5）ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ交流会  11月 18日（木 ）決定 集 合：9：50    場 所：ココレーン松本 

      担 当：賛助会活動推進委員会  申 込：飯沼推進委員長 

      会 費：300円（他にプレー代 1,300円）  

   6）松本地区賛助会作品展 令和 4年 1月 検討中 

 

  

編集後記 
 今年度は、新型コロナウイルスが影響し、終始行動に自粛を求められ不自由を感じたことと思います。  

来年度に於いても残念ながら新型コロナウイルスの影響は続き、予定されている高齢者優先のワクチン接

種の効果に期待しております。今年度は止むを得ず賛助会の行事や事業・グループ活動においても大半が

中止となりました。来年度も事業の縮小・中止が予想されますが、会員の皆様においては、従来通り行事へ

のご参加・ご協力と、会員皆様のご活躍をお願い申し上げます。 

 新型コロナウイルスは、目に見えない処にあり危険は身近に存在します。各人の自覚と三密防止・マスクの

着用・手洗い励行による感染予防がこれからも大切と思われます。              （委員長 H・M） 

 

令和３年度事業予定について 

◎令和３年度松本地区賛助会総会のお知らせ（新型コロナウイルスの影響により通常開催は、難しい。） 

1. 日時  令和 ３年 ４月２３日（金）（書面決裁日） 

2. 場所  原則郵送決裁（予定） 

３、 議事  1）令和２年度 事業報告・決算報告・会計監査 

      2）令和３年度 事業計画（案） 予算計画（案）について 

      3）令和３年度役員承認について 令和２年度役員継続・留任 

☆本年度の総会について通常の開催は、現状の新型コロナウイルスの影響があり無理と思われます。 

✩議事の決裁方法について 

(ア) 昨年と同様に、常任理事会の決裁により 理事の皆様への郵送による承認で議決する予定。 

(イ) 会員の皆様には、次号会報により今年度計画をお知らせします。 


