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令和４年３月１７日 発行

２月４日現在 賛助会員数 大北地区 １３９名・県全体 １７５９名

大北地区賛助会 会報153号

大北地区賛助会 Tel：0261－23－6507

会員の皆様には、日頃のご健勝をお喜び申し上げます。令和二年度に始まったこ
の役員期間も今年三月で任期満了となりますが、新型コロナウイルス感染防止対策
を第一に考慮しながら、事業を行う厳しい環境でした。
私は、人生１００年時代の中で「高齢者の生きがい」を念頭に置いて地域活動に

微力ながら励んで参りました。高齢者には、自力で生きがいを見出す力があること
を信じていますが、失敗を恐れて踏み出せない場合は、仲間の力で後押しして声を
かけ合うことも大切になります。コロナにより、それまでと同じ事ができなくなり、
新たなやり方を考えることが必要になりました。
それは、大北地区賛助会の事業の中でも、(申し訳ないが)賛助会事務局担当者の方
には黒子に徹してもらい、各行事を会員自身で計画から実施と評価まで実践して参
りました。具体的には夏・秋のスポーツ交流会(マレットゴルフ)、
県内研修旅行、会員講座そして大北地区会報など、年度総会で決定
した数々の事業です。特に、これらの事業の中で地区会報
(会報152～153号)づくりは、会員皆さんの主体性で実現できた
良い事例で、会報のタイトルから内容まで一新されて、
大きな成果が得られたといえます。
我々の活動は、この姿で進めていけば活発になっていくことは間違いないと思いま
す。今後、我々の取り組み方の姿勢と、コロナと共にどの様に工夫していくか、で
成果が証明されるでしょう。
我々は、魅力があり楽しく感じる活動にしていく為に、みんなで話し合い、互いを
信頼しあって何でも会話が出来る環境にすることが、望ましいと思います。
この二年間、皆様方の温かいご支援に支えられながら活動ができましたことを感謝
申し上げ挨拶といたします。

＊QRコードをスマホで読
み取れば以前の会報もス
マホで見られます

＊第６回幹事会 11月18日 大町合庁
【協議事項】
①中信地区賛助会懇談会について
②荒井大町市教育長 会員講座について
③賛助会報の変更と今後について
④その他

＊第８回幹事会 ３月１日 大町合庁
【協議事項】
①春のスポーツ交流会開催について
②賛助会報153号について
③令和４年度役員改選について
④その他

＊第７回幹事会は中止 ＊第９回幹事会は3月17日開催予定

大北地区賛助会会長 挨拶

幹事会活動報告
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グループ長 松澤周三

一昨年からコロナ禍で活動はフリーズ状態が続いている。池田グループは長く活
動休止の期間があったが、数年前に復活して活動が軌道に乗りかかったところにコ
ロナ禍、正体不明のウイルスになす術なく加えてその場凌ぎの朝令暮改の行政に振
り回され、何とも高齢者の精神状態を逆撫でされストレスは溜まる一方。こんな時
こそ近くの仲間との交流で救われると思っても、一番の敵の「密」を避けるため会
報配布や連絡以外の接触を避けている。特に池田町は行政が過剰とも思えるほど徹
底的に人が集まることに警報を発しているので、われわれの活動計画もほとんど中
止せざるを得ない状況となった。幹事役としてもどかしいが、ここは長い人生の知
恵と経験を活かして“静かなること山のごとし”じっくり待つことに。
話は変わるが先にシニア大で賛助会加入勧誘の話をする機会があった。各地区ご

とに濃淡はあっても親睦、スポーツ、ボランティア活動など地域に根差した活動を
展開している様子が報告された。地区グループの活動は近くの仲間が声かけあって、
天候などその時々の状況に応じて移動のリスクも最小にして柔軟に取り組むのには
合理的である。これらの活動を更に魅力のあるものにするためには、長寿社会開発
センターが設立の目的に沿ったノウハウの提供、発信力を強化して全体の底上げを
図る必要を痛感した。

グループ長 柏原武幸

まん延防止等重点措置が発令され2年も
続いたコロナ禍の暮らしがまた更に延び
ました。グループで予定した事業も規制
されたり、天候の具合で実施されたのは
特別養護老人ホーム白嶺での2回の作業
だけでした。6月２日に白嶺の周りの草
刈りと車いす等の清掃、終了後は令和2年
度の総会を玄関ロビーで行い、2回目11月
11日に施設の周りの落ち葉片付けと一部
雪囲いを行いました。今回の報告は落ち
葉片付けの事や会員皆さん（奥さんも）
との野菜作りの事などでコミュニケーションを図った事について報告します。
☆落ち葉片付けの時、大きいビニール袋に軽トラ1台分の落ち葉を貰って翌年の

春、畑をトラクターで起こす時に藁や「有機リン」などと混ぜて耕します。会員I
さん、Sさんに落ち葉も広葉樹でも桜などはダメで楢、欅等にして、出来れば1～2
年寝かせれば良いと言われました。
☆会員Mさんはニンニクを数千作られており収穫の時期、干し方などについて聞

きました。天候を見張からって、出来たら1～２日は天日で干した方がいい、６～
７球位ずつ束ねて風通しの良い所で棒などにかける。条件が良ければ10ヶ月位は持
つそうです。
☆Iさん、Tさんからは、トウモロコシの根元に出る脇芽は残して、消毒のかけ方、

回数などと雄花の切る時期など。Kさんからは雪中キャベツの種（しきどり）と蒔
く時期、植え付けは8月の初旬がいいなど教わり、Oさんとは野菜畑は毎日という位
見回ってナス等に付いているてんとう虫、キャベツにいるアオムシ等はこまめに潰
す事が一番などと話合い野菜作りに役立てています。

各グループ活動報告
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グループ長 高田 武

人生100年時代を迎えた現在、シニア世代の生き方や価値観は多様化しています。
一方では、急激な高齢社会の進行や人口減少化の中で、高齢者自らが地域の一員としての
役割を担い、ともに活動することが期待されています。
そんな中で今年の活動を振り返った時に、今年度後半は満足できる状態とは言えません。
この事について来年度はグループの皆さんと話し合いをしていく予定です。
令和３年度の松川グループは評価を含めて次のような活動でした。
1) 松川中学校郊外活動のサポートボランティア

中学生の郊外活動時に移動する際交通安全確保の為、
辻立サポート活動。(実施 6月3日,参加 3名)
初のこの活動は面白いボランティア活動だった。

2) 同上 中学校教室の消毒ボランティア
コロナ感染防止のための活動で、校舎内教室の机・椅子の消毒活動。
(毎週月曜に実施し他団体と協働、参加平均５～１０名/回、6月7日～)
学校祭に向け.準備活動に励む生徒や先生に出会い、会話が弾んだ。

3) 農福連携事業の実施ボランティア : (農業 + 福祉の連携)
農業団体の手伝い作業(はぜ掛け、実施9月24日.参加8名)
昨年から養護学校生が参加できない為、我々が手伝いをする活動。

4) 料理講習会の実習活動 (近藤講師) 公民館活動事業に賛助会も便乗。
「秋の伝えたい料理」講習会にて料理実習(実施11月18日)

5) そば打ち講習会の実習活動 (平林昇講師)
年越しそばの二八ソバ実習会。場所;そば処「こうや」
地道に実習体験を本場のソバ屋で実施(12月16日,参加5名)
年末に実施することでグループ内では好評の為、毎年実施。

6) 絵手紙講習会の実習活動 (牛越克巳講師) 中止
7) シニア向けスマホセミナー (寺川寿一講師) 中止
[所 見] 
・コロナの為、延期や中止になった項目があった。1)～2)項目は新規導入でしたが従来な
かった若年層との新しい取組みとして注目。この活動は、更に拡大していきたい内容です。
・「魅力のある活動づくり検討会」を8月の役員会時、グループ内に立上げた。
その中から楽しさを感じられる活動が出来れば、魅力のある会になるでしょう。

グループ長 伊藤甚弌

賛助会令和3年度の大町グループの活動状況を顧みると同時に、賛助会の現状を考えて
みますと、先ず今年度は一昨年から続いているコロナ禍は、まだまだ終息はしないと考え、
年間計画を例年より少し縮小した計画を立てました。屋外で行う行事に絞り屋内は大幅に
縮小致しました。
しかし、私達高齢者になりますと活動が屋外ですと参加者が限定されてしまいます。従

いまして屋内の行事も３密を避ける必要があり、全員を集める行事は少なくし、定期的に
役員を中心にしたコミュニケーションを取る為に、月1度の会を開催し賛助会の動き及び
小グループの進度確認を行っています。
現在、人生90年～100年時代になって来たと言われています。高齢化率がだんだん高く
なってくるのは当然です。賛助会会員の年代も幅広い層になって来ております。その人達
を全員同じ方向に向けて活動するの事は非常に難しいと思います。それには年代毎又は趣
味等が同じグループが幾つか、一緒になって賛助会を構成すると言う方向に今後はなって
くるのではないかと思います。
会員の減少に対しては、シニア大学在学生に賛助会の認知をしっかり教育し卒業後は、

賛助会に入会する路線を引いて置くべきと思います。賛助会を含めてこれから高齢者が増
加していきます。そうした中で生きがい作り、仲間作りが楽しく出来る様にしていかなく
てはなりません。そして賛助会がそうした活動の中心になって行ける事が必要です。
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松川グループ 牛越克己
令和3年度•中信地区懇談会が、11月22日（月）
松本合庁5階会議室で、木曽地区6名、松本地区
11名、大北地区11名、本部より宮村常務理事を
お迎えして午前10時より正午まで開催された。
当番地区•大北地区賛助会、柏原副会長の

司会で始まり、高田大北地区賛助会会長の挨拶、
宮村常務理事の挨拶の後、懇談会へと進んだ。
まず、宮村常務理事よりの連絡事項があり、

続いて木曽地区賛助会、松本地区賛助会、
大北地区賛助会の順番で各地区の課題と提言が
示された。
木曽地区賛助会からは高齢化による退会者の増加や活動グループの解散と言う各

地区どこでも抱えている課題が示され、新会員確保にはシニア大学卒業が大きな
チャンスではないかと考え、魅力ある活動グループの様子をＰＲするのも効果的な
手段ではないかとの意見を示された。
松本地区賛助会からは、賛助会活動の様子を周知するのに年三回の会報発行では

十分な情報が伝えられないとか、会員の減少や活動グループの減少も課題で会員数
に見合った体制にする必要があると示された。
大北地区賛助会からは、今までの事業を実施したままにしがちな状態を今年から

PDCAサイクルシートにまとめ改善を進められないかと活用を始めた。Pは計画、Dは
実施、Cは検証、Aは改善。更に、賛助会活動の自立に向けた努力、コロナ時代に向
けたデジタル社会への対応等の課題、また、会員の減少に対する加入の促進に対し
てシニア大学での定期的な説明会開催が提言として示された。
その後質疑応答があり、自由懇談と続き、少々予定時間をオーバーし、次年度の

当番地区は松本地区賛助会との確認をして閉会となった。

賛助会の加入促進説明会実施

中信地区賛助会懇談会に参加して

松川グループ 高田 武
11月10日大町合庁で長野県シニア大学大北

学部2年生を対象に年1回の事業計画の一環で
ある説明会を実施しました。
大北地区賛助会への加入呼び掛けを池田、
松川、大町、白馬小谷の4グル-プ長より年間
事業の発表会を兼ね説明をしました。
今後は、シニア大学2年生だけでなく、1年生
にもこの種の説明会を開催し輪を広げて行き
たいと考えています。

行事報告
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大町グループ 松澤真吉
ここ2年間世界的にコロナの影響で、私は大北地域から出られないあり様でした。

ようやくコロナも下火になりホッとしています。まだ心配です
が、役員さんの誘いを受け今回の研修旅行に参加させて頂き
ました。木曾路には何回となく来ていましたが、木曾義仲の里
には初めてでした。いつも国道19号だけでした。今日まで上の
空で木曾義仲の事を薄々聞いていました。木曾義仲の里に来て
歴史の深さを感じました。１２００年もの、古木や義仲、巴、
母、小枝御前のある徳音寺。又、門の右側に４個、左側に２個
の上田の真田幸村と同じ六文銭の彫り物がありました。また
今年度の大河ドラマには鎌倉殿の13人の中に木曾義仲も入って
いるとのことです。木曾路も観光客で賑やかになる事をお祈り
したいです。シニア活動推進コーディネーターの佐藤さん、
会長の高田さん又役員の皆様にはお世話になりました。
木曾路の町が一日も早く賑やかになることを祈りたいです。

大北地区賛助会研修旅行に参加して 令和3年10月26日

徳音寺 山門

会員講座感想文 大町グループ 清水 章

令和3年11月26日午前10時より12時までの間、
合庁において木舟城（北城・南城）のヒミツを
探ろうと題し、大町市教育長の会員講座に参加
しました。いつものことであるが資料が立派。
これを作るだけでも大変なご苦労だと思った。
講話も解かりやすく、木舟城に関し知識を得る
ことが出来た。木舟城は館之内の居館を背後
から支えるために設けられたと考えられ、
尾根筋を幾重にも遮断し、さらに随所に堅掘を
めぐらした戦時の立て籠もりの山城であったらしい。山城巡りをした時、地滑りで
平になったところを郭に利用したところが心憎い。また、端に石ころを積み上げて
あるのを見ると、畑を耕していた可能性があり興味深かった。コロナ禍ではあった
が中止をせず、会員講座が開催された事に感謝したい。山城女子として多くの若い
女性が訪れることを期待したい。

会員講座感想文 大町グループ 伊藤 武

地元にあった山城が県下最大規模であった事を知ったのは７０歳を過ぎてからで
した。自宅が近かった為、子供の頃からトヤズ（鳥谷沢）ジョンテラ（城の平）な
どと呼びオンベ（三九郎）や七夕祭りには大きな松の木や桜の木を切りに、また学
校へ持って行く杉の葉拾いに登っていた身近にあった親しみやすい山でした。今回
の荒井教育長による（木舟城のヒミツ）の講座で木舟城の歴史とその必要性を詳し
く知ることが出来、我々や大北地区の大切な文化財である事を強く確信しました。
尚、一昨年には（木舟城研究会）が結成され賛助会の会員である渋田見良典さん、
清水章さん、私も参加して更にヒミツを探って行こうと思っています。我々シニア
世代にはこれからの文化遺産を次世代に伝え、残して行くという重要な役目が残さ
れていると痛感する次第です。

会員講座 ：
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今年こそコロナが収束して平穏な年になる事を祈願した年賀状が多くありました。
そんな思いが叶ってかコロナ感染は第5波収束と思いきや変異オミクロン株感染者が
急増し6番目の波状攻撃となり、ついにまん延防止等重点措置が１/27～３/６まで適
用となりました。70年の人生で初体験、一刻も早く通常の生活を取り戻したいと思
う次第です。また、年度末の２/24からロシア軍がウクライナに侵攻し続けています。
世界の二大核大国であるロシアの軍事行動は核戦争を招く危険性をはらんでおり恐
怖を覚える次第です。
本誌賛助会報も皆さんのご協力により本号から自立発行のスタートを切ることが

でき記念号としてカラー印刷としました。今後も読み易く楽しめる会報作りを工夫
してまいりますので、賛助会を盛り上げていくような自発的な投稿をお願いします。

吉沢 篤

１月８日(土)に国営アルプスあづみの公園 大町・松
川地区の国営公園サポーターの会の活動を制作会社が
取材しました。スノーシューの体験に訪れた家族連れ
を案内している様子など自然グループの活動を中心に
次号「りらく春号」の見開き２ページ「ふるさとの絆」
のコーナーに掲載されます。 是非、ご覧ください！

情報誌「りらく」の取材がありました

白馬村でスマホのサロンを定期的に開催している
自主活動グループがあります。このグループの代表者
(シニア大学32期生)に賛助会グループが主催で行う
スマホ勉強会にも協力いただけることになりました。
今後、各グループと日程を相談しながら進めて
いきたいと思います。代表の方を講師に、来年度の
シニア大学ではスマホに関わる講座も予定して
おります。

スマホレジェンド白馬

シニア活動推進コーディネーター 佐藤雅法

１月31日午後、大町合同庁舎において、地区賛助会
連絡協議会がZoomによるオンライン方式にて開催され、
高田会長、柏原副会長、大北支部からは、寺沢事務長
が参加されました。その中で「賛助会活動の活性化
検討会」の一年間の検討結果が発表されました。
それによると、本部(長寿社会開発センター)と支部・
地区賛助会間に連絡調整役を配置することや、本部の
具体的実施内容は六月に発表され各支部も関係内容は
出来るところから実行に移す等になっており、今後様々な改善が図られます。

令和3年度 第２回地区賛助会連絡協議会

編集後記
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