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賛助会への加入促進を  できる活動を楽しみましょう  

                    木曽地区賛助会長  田中 伸一 

６月４日（金）の総会においてご承認をいただきましたが、昨年度に引き続き令和３年度 

も木曽地区賛助会会長を務めます田中でございます。新型コロナウイルス感染症の予防接種 

も少しずつ浸透しつつある今日ですが、賛助会活動の見通しは相変わらず不透明なところも 

あります。木曽地区賛助会員の皆様のご協力のもとに賛助会運営をすすめてまいりますので 

幹事会一同宜しくお願い致します。  

さて、昨年度は新型コロナウイルスのために、賛助会のグループ活動が制限されてしまい、 

思うように活動できなかったグループが多かったように思います。４月の活動委員会の折に、 

グループ長さんより厳しい活動の様子や今年度の見通しをお聞きしました。とりわけ、高齢者施設等への訪問

を通しての活動については、受け入れ先がないために、予定していた活動が全くできなかったグループもあり

ました。 

私がグループ長をつとめる「やっとかめ」では、この５月連休明けに念願の「東山道を訪ねる」ウォーキン

グを行いました。何回か下見を重ね、多くの賛助会員が参加できるように無理のないコースを設定しました。

シニア大学の同期生 38 回生や地域のシニアの皆さんにも声をかけ、久しぶりに再会した仲間との楽しい一日

を過ごすことができました。 

賛助会活動は、無理をしないで自らが楽しむことが何よりです。コロナ禍ではありますが、活動グループの

仲間との交流や卒業後のシニア大学時代の学年のつながりも大切にしつつ、木曽地区賛助会という組織を利用

してシニアライフを楽しんでいきましょう。 

令和２年度末には、何名かの会員が木曽地区賛助会を退会し、現在の会員数は 86 名となりました。全県で

も会員数が 2000名を下回り、会員の減少は大きな課題となっています。 

今年度、県本部では賛助会員の活動支援と加入促進のために、賛助会員や支部の代表者による検討会を設け、

魅力ある賛助会となるための取り組みや支援のあり方を検討する予定です。賛助会へのご意見や提言等、お気

づきの点がございましたら気軽に声がけください。 

また、地域において、活動グループで一緒にやってみたいという方がいらっしゃいましたら、あわせて賛助

会への入会もお勧めください。 

木曽地区賛助会は，新しく入会していただける皆さんをいつでもお待ちしています。 

 



木曽地区賛助会活動委員会開催  賛助会の活動について確認 

４月 15 日（木）に各町村の町村委員の皆さん、賛助会グループ長の皆さん、 

賛助会幹事会の皆さんの出席のもとに木曽地区賛助会活動委員会が開催されま 

した。昨年はコロナ禍で中止となり、２年ぶりの開催です。６月４日（金）の 

賛助会総会に向けて、事業計画や予算案などの審議が行われました。また、出 

席されたグループ長さんには、コロナ禍での活動の様子や今年度の活動の見通 

しについてお話しいただきました。 

◆やっとかめ・・令和２年度はこんにゃく作りを行った。有害鳥獣への影響確認も試験的に行った。今年は

会員に自分の畑に植えてもらえるようこんにゃくの種芋を配布した。昨年できなかった東

山道ウォークは、この５月の連休明けに行いたい。 

◆古布の会・・・100 歳を目指して楽しんでいる。おしゃべりしながらの作業が楽しい。「ねんりんピック」 

        への参加も楽しみにしている。 

◆美男・美女・美花・・一昨年は福祉施設での花壇作りを順調に活動できた。昨年度は施設より NG で全く

活動できなかった。今年については連絡待ち。できるかどうか不安な気持ち。 

◆３６期生書道教室・・毎月１回、木曽合庁で講師の先生にご指導をいただいている。なかなか上達しない

が楽しんでいる。コロナ禍が収まったら、みんなでどこかに行きたい。 

◆ボランティア・ブラボー・・メンバーの持ち技を施設で披露してきたが、コロナで施設に入れない。蜘蛛 

        の巣払いなど、外の作業を行った。 

◆四つ葉のクローバー・・傾聴が目的であるが、話し相手からスタート。コロナで活動ができないため、メ

ンバーの傾聴のスキルを高めることを目指した。グループ内で研修したい。 

◆４ピースプラス・・保育園児中心の、読み聞かせでコスプレも工夫している。ケーブル TV にも取材してい

ただき、励ましの声もいただいた。小学生への読み聞かせにも発展させたい。 

お助け６レンジャーの皆さんは、令和２年度は大桑保育園、開田保育園で戸外の環境美化作業を行いました。 

みんなでおこびるの皆さんは、施設訪問ができませんでしたので、訪問再開に備えてハーモニカの習得に取り

組んだ一年でした。そば作り親睦会の皆さんは、予定通りそば作りに取り組み、収穫、そば打ちまで行うこと

ができ、里山の景観づくりにも貢献しました。 

 令和３年度が始まって３ヶ月あまり、各グループではコロナ禍の中で、できる活動を模索しながらの活動が

始まっています。 

シニア大学木曽学部入学式   第 41回生 12名が入学しました 

5 月 11 日（火）にシニア大学木曽学部の入学式・始業式が行われました。

令和２年度はコロナウイルスのために休校になり、１年生の皆さんには１年間

入学をお待ちいただきました。また、2 年生の皆さんも大学が 1 年間お休みと

なり、大変なご迷惑をお掛けしました。3 月から 4 月にかけて、全国的にも第

四波といわれるような厳しいコロナウイルスの感染状況が続きましたが、今年 

 

 



度は何とか開校することができました。（ご事情で１名が退学され、現在 41 回生は 11 名です。） 

今年の入学式は、学生の皆さんの安心・安全を第一に、感染予防対策を講じるとともに、式の内容も簡素化

し時間短縮をして、感染リスクの軽減を目指しました。 

岩本学部長 式辞 

木曽谷の木々の緑もまぶしい、風薫るさわやかな５月、本日ここに令和３年度「長野県シニア 

大学木曽学部」の入学式および始業式を挙行する運びとなり、今年も新入生の皆さんをここに 

お迎えできましたことを、大変うれしく思います。 

また、県議会議員の大畑俊隆（おおはた としたか）様をはじめご来賓の皆様方には、御多用の時期にもかかわらず御臨席を

賜り、心より感謝を申し上げます。日頃より、木曽学部ならびに木曽支部の運営に、深いご理解と多大なご協力をいただきまし

て、厚く御礼を申し上げます。 

  さて、今年度シニア大学木曽学部へ入学されました1２名の新入生の皆様、ご入学まことにおめでとうございます。新たな出

会いや学びの場を求めて入学された皆様の熱意と行動力に対し、心より敬意を表する次第です。また、令和2年度に入学を希望

されたにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症のためにシニア大学が休校となり、1年間入学をお待ちいただいた新入生の

皆様には、この場をお借りしまして改めてお詫び申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染防止対策を万全にして、この困難な状況下で開校しましたシニア大学木曽学部です。休校中も、

学生の皆さんの安心・安全をどのように確保していくのか検討を重ねて参りました。感染予防のため、今までの講座運営と違っ

て皆さんのご協力をいただかなければなりません。少しご不便をおかけすることもあるかと思いますが、新しい生活様式をふま

え、楽しい大学生活を送っていただきたいと思います。 

また、２学年になる第40回生16名の皆様方には、進級おめでとうございます。卒業が予定よりも1年延びてしまい、大変申し

訳なく思います。今、皆さんは２年目のシニア大学生活に向けて決意も新たにしておられることと思います。休校中も、自治会

を中心に仲間とのつながりを大事に、活発に交流されていたとお聞きしています。2年生でも新たな分野に挑戦し、また今まで

の学習をより深められることを通して、有意義な１年となることを祈っております。 

 シニア大学の目的は、皆さんが「新しい知識を身につけながら仲間づくりの輪を広げ、地域に役立ちながら、生きがいのある

充実した生活を創り出す」ことです。この目的を達成するために木曽学部では、郷土の歴史・自然をはじめ、文学・芸術・国際

政治・天文・科学・食文化等々、多様なカリキュラム編成に努めております。さらに社会参加に向けて自分達で考える参加型の

講座や地域活動、趣味・特技を広げる実技・選択講座や、この合同庁舎を飛び出しての移動講座などもあり、これらの特色ある

内容は、県下でも高く評価されているところです。 

また、この学部では、学友同志「お互いに学び合い、高め合う」という伝統が、先輩の皆様によって築かれ、脈々と受け継が

れてまいりました。このすばらしい伝統をさらに深めていただき、今後の人生を一層充実させていくための、新たな学友との出

会いや生きがいを得ていただきたいと願っています。 

学生生活は２年間を通しての長丁場となります。健康には十分に留意され、全員の皆様が全課程を履修し、晴れてご卒業され

ますことを心より願っております。 

  結びに、本学部ならびに支部運営のため、格別の御協力を頂いております各町村理事者の皆様をはじめ、温かいご支援を頂

いております関係各位に重ねて御礼申し上げますとともに、本日ご参集の皆様方のますますのご健勝、ご多幸を祈念申し上げ、

式辞といたします。 
    

 



 木曽地区賛助会総会 開催 

６月４日（金）木曽合同庁舎講堂において、木曽地区賛助会総会が開催 

されました。昨年はコロナ禍で開催できず、２年ぶりの総会開催です。 

当日はあいにくの天候でしたが、コロナウイルス感染対策へのご協力を 

お願いし、賛助会役員、事務局を含め、34名の会員の皆さんが参加されま 

した。議長の守屋喜久男さん（「四つ葉のクローバー」のグループ長）のご協力をいただき、令和３年度の事

業計画、予算案等の議事は全て承認されました。 

議事終了後に賛助会活動に係わる意見交換が行われました。各グループ長さんから、令和２年度のコロナ禍

での活動の様子を発表していただきました。会員の皆さんにご記入いただいた「意見・感想用紙」には、「各

グループの最近の活動内容の発表が大変よかった。グループの活動内容がわかってよかった。」という感想が

多く見られました。また、コロナでなかなか活動できない中での仲間との再会に「久しぶりに皆さんに会えて

楽しいひと時でした。久しぶりに皆に会えて嬉しかった」という感想もありました。 

総会終了後、今年の活動の方向について打ち合わせをしていただいたグループもありました。 

賛助会員の皆様、総会へのご参加、有難うございました。 

第 26回木曽地域シニア作品展作品募集！ 

個人で１部門３点以内、何部門でも出品できます。   

 １ 開催期日  令和 3 年 11 月 9 日（火） 10 日（水）            

２ 開催場所 「上松町ひのきの里総合文化センター」 

３ 展示部門  工芸品、絵画、写真、書、俳句・短歌、手芸、盆栽、その他 

４ 募集期間  令和 3年 8月 23日（月）～10月 8日（金）厳守（出品カード提出） 

５ 提 出 先    賛助会員は各グル－プ長（事務局）へ提出。一般の方は「町村役場福祉係」

または「事務局」へ提出してください。 

 （グループ長は、出品一覧表を 10月 13日（水）までに事務局か町村役場福祉係へ） 

６ 作品の搬入 11月  8日（月）午後３：００～４：３０ 

     搬出 11月  11日（木）午前９：００～９：３０ 

  ※作品の搬入・搬出は、原則として出品者個人が行います。個人では難しい場合は 

   各町村委員（役場福祉係）または支部事務局に相談してください。 

 ☆町村委員のみなさん  木曽町福島  保健福祉課介護支援係長 高橋 直美 様 

           木曽町日義  福祉係長        関  勝哉 様 

           木曽町開田  住民福祉係長      中條  徹 様 

           木曽町三岳  住民福祉係長      正又あけみ 様 

           上松町    健康増進センター課長補佐  松尾 典子 様 

           南木曽町   住民課福祉係      橋立 裕司 様 

           木祖村    住民福祉課       下條 久佳 様 

 



           王滝村    福祉保健課福祉係長   滝  良訓 様 

           大桑村    福祉保健課福祉係長   赤岩 令子 様 

７ その他  

（１）新型コロナウイルス感染症のため、今後の社会情勢によって作品展が中止になる場合

もあります。 

（２）開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染予防策を講じます。 

（３）木曽町（福島）・上松町は役場庁舎移転に伴い、担当部署も移動しています。 

木曽地区賛助会講演会のお知らせ   作品展と同時開催します！ 
  ★日 時：令和３年１１月９日（火） １３：３０～１５：００ 

  ★会 場：上松町ひのきの里総合文化センター ２F大会議室 

  ★講 師：阿智村満蒙開拓平和記念館館長 寺沢秀文 先生 

  ★演 題：平和の尊さ ～満蒙開拓の史実から学ぶ～ 

                  ※詳細は、同封しましたちらしをご覧ください。   

木曽地区賛助会スポーツ交流会開催 参加者募集   

１ 開催日時  令和 3 年 10 月 5 日（火） ８：30～（開会式） 

２ 会  場  大桑村スポーツ公園マレットゴルフ場 

３ 競技種目  マレットゴルフ（グループでも個人でも参加できます） 

   ※今年もハンディ戦を行います。誰にも優勝チャンスあり！ 

                    豪華？商品も盛りだくさん。  

４ 申込期日  令和３年 ８月 27 日（金） 厳守 

５ 申 込 先  各グループ長または支部賛助会事務局（FAX 可） 

６ 申込方法  各グループ長さんのところに申込用紙があります。 

  ※グループに所属していない方は、電話等で事務局に直接お申込みください。 

   シニア大学生は、班長に連絡してください。 

 

             

雨天時は大桑村村民体育館でレクレーションを行います。上履きを忘れないでください！ 

 

2021信州ねんりんピック 

長野県高齢者作品展作品募集中 参加申し込み 

文化交流大会はオンラインで 

2021信州ねんりんピックにつきましては、今年も安曇野市（大町市）で開催する予定ですすめてまいりましたが、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止のため、一堂に会しての式典、文化交流大会は中止になりました。県下１０支部をオン

ラインで結んで交流大会を開催します。参加申し込みは別紙をごらんください。 

賛助会木曽支部事務局  電話 ０２６４－２５－２２１８ 

            FAX ０２６４－２４－２３５０ 

          担当  社会活動推進員  増 澤 

正 彦 
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高齢者作品展につきましては、以下のように従来通り一般公開をする予定です。 

◇開催期間    令和３年９月 10日（金）～12日（日） ※１２日は午前中のみ 

◇会   場    高齢者作品展等：安曇野市「穂高公民館」   

◇出品者資格   長野県内在住の 60歳以上のアマチュア 

◇部   門    日本画、洋画、彫刻、手工芸、書、写真の６部門 

◇申込期限    令和３年８月 12日（木） まで 

◇申込方法・申込先  所定の用紙に必要事項を記入し、各町村役場（住民福 

祉課）または支部事務局（木曽合同庁舎木曽保健福祉事務 

所内）へお申し込みください。用紙、募集案内は役場、支部事務局にあります。 

◇作品搬入   令和３年９月１日（水） まで  各町村役場（住民福祉課）または支部事務局へ   

           展示会場搬入は９月７日（火）の午後を予定 

◇作品の規格、出品規格等の詳細は「募集案内」をご覧ください。 

 2021信州ねんりんピック 

スポーツ交流大会参加者募集中 

◇大会日時   令和 3年 9月 25日（土）   受付８：45～  開会式９：15～ 

◇会   場   大町市運動公園 

◇参加資格   長野県内在住の 60歳以上の方（昭和 36年４月１日以前に生まれた方） 

           なお、競技種目によっては参加条件の規定があります。  

◇参 加 費    一人 500円（資料代・保険料等） 

◇種   目   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 の 10種目 

◇申込方法・申込先 

          「参加申込書」を各町村役場・グループ長・支部事務局のいずれかに提出してください。 

         （または県本部、競技運営団体へ） 

          マレットゴルフは支部事務局へ提出（木曽支部の募集定員は８名です） 

◇申込期限   令和３年７月 30日（金）  

◇問い合わせ先  長野県長寿社会開発センター木曽支部事務局（２５－２２１８）  

編集後記 

  

                                         

 

 

2020 高齢者作品展表彰 

野村武敏様（木曽合庁にて） 

 木曽地域では、５月より６５歳以上への新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されました。２回

目のワクチン接種も済んで、まずは一安心ですが、接種が済んでも感染の可能性はあります。引き続き

感染予防に心がけていきたいものです。 

 いよいよ東京オリンピックです。開催には賛否両論がありますが、出場される選手の皆さんが今まで

努力されてきた成果を十分発揮されることを願っています。私たちも日本で開催される２回目の夏季オ

リンピックを TV の前で精一杯応援し、楽しみましょう。        （編集委員 横道澄子）     


