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10月末現在 賛助会員数 大北地区 138名・県全体 1572名

大北地区賛助会副会長 挨拶 竹内 清隆

大北地区賛助会 会報155号
熙襲塁    令和4年 11月 17日 発行

舗難:大北地区賛助会 Tel:0261-23-6507

公螢財団法人長野県長寿社会開発センター

*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

会員の皆様には、朝夕は寒気がひとしお身にしみるようになりましたが、お元気で
ご活躍のことと存じます。今年度も早くも7か月が過ぎました。地区グループごと、
スポーツ、文化・創造、ボランテイアなど各活動を、それぞれの事業計画をもとに実
践されていることと存じます。
大北地区賛助会としても、スマートフオンセミナー、夏のスポーツ交流 (マ レット

ゴルフ)、 賛助会研修旅行 (県歌めぐり、茅野・諏訪地区)、 高齢者交流会 (マ レッ

トゴルフ)など、皆様のご協力をいただき、多くの方々の参加をいただき開催してま
いりました。現在はコロナ禍であり、まだまだ活動に制約はありますが、これからも

1充実した活動を続けたいと思います。よろしくお願いいたします。
1 人生100年時代を迎えた現在だからこそ、高齢化とともに賛助会会員の生き方価値
1観は多様化しています。その「仲間づくり、健康づくり」も全員が同じ方向_に向けて

1活動するのは大変難しくなつていると思います。 “わたしとあなた"一緒に活動する
仲間の輪を広げる活動を考えながら進めていきたいと思います。
| また、会員の高齢化とともに会員数の減少も考えなければいけません。賛助会への

新規加入者の大半をシニア大学卒業生が占めていると聞いております。我々賛助会役
員としてもシニア大学生に “賛助会"の活動を認知してもらい、加入していただく活
動を行ってまいります。皆様個々人も積極的な推進活動をお願いいたします。
令和4年の新年には、今年は「五黄の寅年」という言葉を耳が痛いほど聞いたはず

です。36年に一度しか巡ってこない強運の年です。今年下期をさらにコロナに打ち
勝ち、各グループ活動を強力に進めていく活動にしましょう。

幹事会活動報告

壼鐘嚢腱妻霊 _ユ墨盤 _却峰近
11賛助会報154号発行 封筒詰め

12信州りらく夏号  封筒詰め
i3タウンミーテイング出展打合せ開催日7/19

4第2ロスマホセミナー打合せ 開催日 7/28

5ねんりんピック打合せ 開催目9/23～ 9/25

6研修旅行打合せ 実施日9/29

7夏のスポーツ交流会(報告)参加者40名
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ヨ堕_豆生旦1合立菫
1オンライン交流会打合せ 大北/飯伊地区
2研修旅行打合せ 開催日9/29
3大北地域高齢者交流会打合せマレットゴルフ

4会員講座 11/25「鎌倉幕府と仁科氏との関わり」
5ねんりんピッタ打合せ オンライン交流会
6その他 春のスポーツ交流会日程 3/10平公民館

養第 5回幹事会__10月 13日_大町合庁

1研修旅行 9/29報告
2大北地域高齢者交流会マレットゴルフ大会報告
3申信地区賛助会懇談会打合せ 11/29

4シニア大学賛助会活動紹介講座 11/30

5賛助会報第155号について打合せ
6会員講座11/25について
7シニア大学第41期生卒業記念誌ご案内
8その他
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活動報告

大北地域タウンミーテイング2022

シニア活動推進コーディネーター 佐藤雅法

7月 19日 (火)「シエア世代の就労と居場所とSDGs」 と題して合同庁舎 5階講堂でタ
ウンミーテイングが開催されました。会場には、大北地区賛助会、大町市生涯現役促
進地域連携協議会、いどばた大町、社会福祉協議会、噂の音楽鑑賞会がブースを出展。
講演会には大町市生涯現役促進地域連携協議会の桂山事業推進員により _「シエア世代
の就労と居場所の関わり」について、特定非営利活動法人長野県NPOセンターから
「みんなの目標SDGs」 と題―して山室代表理事よりお話をお聞きしました。普段は、一

1堂に会することのない人達との交流が出来たことやシエアの就労状況、日常に関わる
I SDGsについて分かりやすく理解できたことはとても良かったのですが、今回の開催に
|ついて告知期間が足りなかったことなどで、シユア大学生、賛助会員の参加者が大変

1少なく終わってしまい、集客方法が今後の課題となりました。

「大北 0飯伊地区賛助会交流会」に参加して

松川グループ 松田 晶弘

9月 2日に大町合同庁合にて、飯伊地区賛助会とオンラインで交流会を行いまtた。
タウンミーテイング等で交流会を行ったことはありましたが、特定地区との交流会は、
初めての試みです。

飯伊地区賛助会の森山会長、大北地区賛助会の高田会長と各地区の役員の方々に参
加頂きました。また本部から、松倉事務局長さんと加藤主任さん、今村、佐藤コー
ディネーターさん、勝又、浅原社会活動推進員さんに参加いただきました。
森山飯伊地区賛助会会長の司会により交流会を行いました。
各参加者の自己紹介に続き、各地区の活動状況の報告と、会員数減少に伴う活性化

案について、それぞれの取り組みを報告いたしました。
飯伊地区賛助会も、大北地区と同じように会員数が減少してきており、今後の課題

となってきているとの事でした。対策は、中長期的に抜本的に考えていく必要があり、
令和4年から5年にかけて布石を打つていきたいたいとおっしゃつていました。
飯製堅担雙塾と登箋盛自L生室

0他地区の賛助会との関係性を構築し、交流の拡大に努める
・広報の充実  ・講座の充実  ・地区内で活動するグループ等との交流の促進。
・シニア大生との繋がりを拡大  ・収支のバランスを考える

・今後も、オンラインによる交流を継続していきたいと話しました。
飯伊地区賛助会は、活動を活発に行っており、今後の課題解決におおいに参考にな

りました。会員数の減少の課題が同じであり、今後とも課題解決に向けて、他地区の
賛助会を含めて交流していければいいと思いました。
※飯伊地区は、飯田市を中心として周辺の町村が区域です。
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池田グループ 竹内 清隆

楽しく新しい発見ができた「茅野、諏訪地区への県歌めぐり」の研修旅行でした。２か
所について述べます。
１か所目、「尖石縄文考古館」では、圧倒的な縄文土器のエネルギーを感じました。縄文
土器には色々な装飾があり単なる道具としての器ではなく、呪術的な意味合いを感じまし
た。そして、女性の妊娠した姿を現した「縄文のビーナス」と「仮面の女神」の２つの国
宝土偶、作った当時の情景や作った人の想いを想像させられました。ここにはまた、ゆっ
くりと行きたいと思っています。
もう1か所 「御射鹿池」です。
「ああ、知ってるよ。」との声が聞こえてきます。私も長野県立美術館に併設された「東
山魁夷館」にも行って見ています。「緑響く」。天才とはインスピレーションを刺激し
「白馬」が出てくるんだ。と感じたものでした。
ところが現場を見てびっくり、自然の池ではなく「ため池」でした。現在は安全管理の

ために「池のほとり」には入れません。転落などの事故防止のため柵のついた道路の歩道
から見るしかないのです。少し残念でした。私などに「白馬」など出てくる可能性もあり
ません。

研修旅行：「茅野、諏訪地区への県歌めぐり」
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行事報告

今年は、南信地区のシニアの活動紹介ということでホクト文化ホールを主会場に諏訪、
伊那、飯田の４会場を結んで開催し、その様子は、YouTubeでもライブ配信されました。
今年は、「未来へつなごう～豊かな風土と伝統文化～」というテーマで各地域からの紹介
動画を視聴しながら、意見交換が進んでいきました。

諏訪「御柱は木遣りで動く」
伊那「ザザ虫からミライへ～伊那谷からのメッセージ」
飯田「人形劇フェスティバル」

今回、メインとなる3地域の紹介後、県内の他７地域の伝統文化の紹介があり、大北地区
からは「大町の和紙・最後の継承者」と題して松崎和紙の紹介動画を視聴いただきました。
当日の様子は、以下のQRコードを読み取ることでYouTubeで視聴することができます。

是非、ご視聴ください。

2022信州ねんりんピック オンライン交流会 ９月17日開催

シニア活動推進コーディネーター 佐藤雅法

御射鹿池願い事を唱えながら・・・縄文遺跡にて

YouTube視聴用QRコード



マレットゴルフ

大北地区賛助会マレットゴルフ大会に参加して
松川グループ 平林正吉

大北地域高齢者交流会、秋のマレットゴルフ交流会が爽やかな気候の下、大町市運動公
園北コースで開催されることになった。
白馬村から松川村に移住して年数はたつが、地域の皆様のご厚意により参加することに
なった。
受付する前、白馬の友に逢い「白馬は」「松川は」、お互いの住所のことで話が弾んだ。

受付後開会式を行い、エントリー変更もなく試合開始になった。
今回の参加者(39名)の中にシニア大学生(４名)の参加もあり繋がりが出来て良かった。

今回のマレットゴルフ大会は良く訪れるコースであり、今日こそはうまくやろう、と思う
所だが動く体とゴルフ玉には通じなく、玉はアッチに行ったりコッチに来たりの繰り返し
が続く。どうにかカップに入れて一安心、これが18ホール続いた。
仲間の助けを借りて最後までやることが出来た。表彰式までは参加者全員が終了するま

で一時の休息時間が有り、再び白馬が、松川がの話題になった。
今回の試合は個人戦でしたので、表彰式では男性と女性の各１～３位までトロフィ授与

であったが、男性は松川、女性は大町が占める思いがけない結果となった。
この外、トビ賞やホールインワン賞などもあり一喜一憂した。参加賞は全員に、大きな包
みのキッチンペーパーを頂き感激した。最後に参加者一同に会して記念写真をパチリ。ま
だコロナ禍の続く中で、役員の皆様には大変お世話になりご苦労様でした。
また来年にお会いできることを願いつつーーーーー。
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白馬・小谷グループ 篠崎 けさ美

朝もやの中、白馬からの参加者６名を乗せバスは出発。大町、松川の多勢の方々と一緒
です。昨年から県歌“信濃の国”の歌詞に沿った旅をして今年は岡谷、諏訪方面へ。まず
は岡谷蚕糸博物館へ。衣類から化粧品まで展示されておりお蚕さんのまゆの力を見せつけ
ているよう。
諏訪大社下社、建物の隙間から御柱をながめる。そして万治の石仏へ徒歩で。ガイドさ

んに教えてもらった言葉を唱えながら石仏の周りを３周して願い事を、万事上手くゆきま
すように。おんばしら館では“でっかいおんべ”に出会う。
お昼はおぎのやの“かまめし”をいただく。お土産もここで調達。残念だったのは、

“大社せんべい”がなかったこと。
午後は、茅野市の尖石縄文考古館へ。縄文のビーナスに会いに。実物はかわいい大きさで
した。写真などだと大きく見えていますが。
そして御射鹿池へ。水面が鏡になって、周囲の景色を写しています。“白馬が佇んでい

たらいいのになあ”などと妄想してみる。

研修旅行に参加して

表彰式 おめでとう！開会式 会長のご挨拶 商品を持って閉会式



:ム.土地区聾iコ!∠壺i墨:E生L主墜:乙:墨当に参加して
大町グループ 青木 孝太郎

十月四日 (火曜日)大町市運動公園マレットゴルフ場北コースに於いて、大北地区
高齢者の交流会としてマレットゴルフ大会が開催されました。今年は、大北地区の会
員以外に現役のシニア大の方々も参加され、初秋の気持ちの良い日差しの中、四十名
程でプレーしました。
良く整備されたコースに、日頃の練習の成果を発揮し、ロングパットが入ると大喜

びしたり、ショートパットを外してガッカリしたりと、和気あいあいのプレーが出来
ました。
競技終了後、表彰式を待つ間の皆さんの顔を拝見していると、全員ニコニコと笑み

が零れていて大会が成功したと実感しました。
表彰式では、上位入賞者は笑顔に以外の方は次回こそはと張り切る顔となりました。
この大会の役員の皆様方には、きめ細かな事前準備等大変ご苦労を頂きました。

トビックス

日本百名山全山登頂に想う

白馬村 山本 保

私が初めて本格的な登山に挑戦したのは、自馬岳。30年前のことである。その後、
北アルプスを中心に20年かけて30座程度登った時に定年退職を迎え、今後の人生を
考える中、百名山登頂の思いに駆られるようになった。それからは 1年に10座のハ

イベースで80座位まで登リー続けたが、残つた山は遠方であったり、地震、火山噴火、
台風で登山道が通行止めになつたり、更には親族の不幸にコロナ禍による自粛ムード。
本当に心が幾度も折れそうになった。それでも年に数座ずつ登り続け、100座目にた
どり着いた。
100座日は日本一高い富士山。田子の浦港 (0合日)から自転車で5合目迄行き、

あとは歩いて登頂。難易度の低い山と侮っていたが、最後の最後で試練が待っていた。
風速30mを超える強風で前へ進めない。殆どの登山者が撤退する中、地面を這うよ
うに進み誰もいない剣ケ峰山頂に辿り着いた。
百名山登頂は、登山技術や時間、経済力だけでは達成できない。やると決めたこと

を粘り強くやり続ける継続力が重要だと実感した。
百名山登頂をやり遂げて一番の成果と思うのは、自分で自分を褒めてあげたいと、

この歳になって初めて思えたことでした。
最後になりましたが、私の挑戦を応援してくださったシニア大学35期の皆様及び

紙面の提供をして下さいました大北地区賛助会幹事会の皆様にお礼申し上げます。

′ノ

′
″´・

1座目白馬岳スキーで下山 77座目剣岳「一番の難所カニの横這い」にて  誰もいない富士山頂
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☆:窒_豊:ん1至:量1診.L.:L迫[重⊇風量翌墓i上墓:集:上上立

センターホームベージ

(大北支部)に掲載

撮影した時の一言コメン トとお名前を添えて、

長野県長寿社会開発センター大北支部にメールで送る。

問合せ:(公財)長野県長寿社会開発センター 大北支部 担当:佐藤
住 所:398-8602大町市大町1058-2大町保健福祉事務所福祉課内
電 話:0261-23‐6507  Eメ ールr taihOku@nicesenior.or.jP

見物客で賑わう池田町の七色大カエデ
これだけ多くの人を見るのは久しぶり・・・

PN 座敷わらし

写真掲載要項

掲載までの流れ

コメント例 ●

● 対象は風景写真です。長野県長寿社会開発センターHP大北支部に掲載します
● 未発表の写真を2L口3以下のデータで送ってください

● お名前を掲載します (ベンネームご希望の方はお知らせください)

●撮影の際は、周辺の状況、安全を確認して撮ってください
● 応募いただいた写真がすべて掲載されるとは限りません

● 撮影した時の想いなど、 をつけてください一言コメンL

☆璽l基!墜1墜:整:当:壼:歴1湿望_工整里:L_三:」整̀丞:⊆〕重:五l醒生

第41期生自治会長 橋井弘治

第41期自治会長の橋井と申します。シニア大学卒業後もいききと活動されて居られ
る諸先輩の皆様方に心から深い敬意を表_します。私たち第41期生の二年目の学部生
活は四か月ほどを残すのみとなりました。コロナの影響で一年間は入学が出来ず、待
ちに待つた入学後も休講が続き変則的ではありましたが、短縮された学部生活をより

1濃厚に楽しむ機運が生まれ充実した体験を送つております。残された期間精一杯学び、
1仲間と交流し、記憶に残る時間を作って行きたいと考えております。

さて、私たちの活動の記録や在校生の現在の思いをまとめた卒業記念誌「黎明」が
新春 1月発刊となります。長寿社会開発センターの先輩の皆様方からもご寄稿をいた
だき充実した内容となったものと自負しております。
諸先輩の皆様方それぞれご自身の学部生活を懐かしんで頂く良い機会ともとなると存
じます。是非ご購入いただきたくお願い申し上げます。
私たちも卒業後は多くの者が皆様のお仲間にさせて頂くと思いますが、その節はよろ
しくお願いいたします。 向寒のみぎりご自愛の程お祈り申し上げます。

編集後記

今秋の臨時国会で世界平和統一家庭連合問題で論戦が繰り広げられている。事の起
こりは安倍晋三元総理が遊説申に銃撃され死亡した。
その実行犯人の取り調べからの起因で問題提起された感じで奇妙な因縁である。
ホ本紙編集担当の山本保さんが別記してある通り、今年8月 に百名山登頂を達成され
た。先ずはねぎらいと「おめでとうございます。」の賛辞を贈りたいと思います。征
服の志を持ちそして、お金・時間・体力の全てが整つていても誰もが叶うことは出来
ないのではと思う。悪天候に遭遇する事もあるだろうし、冬季間吹雪状況下でも連日
ゲレンデスキーに行って鍛えている精神力なのかな?山本さんに学ぶこと大である。
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