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第３回「輝くシニア」

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１４年７月６日（土）午後２時～４時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福祉センター学習・集会室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーター：山下　真一氏　長谷川貞夫氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　話 題 提 供 者        ：立川　愛雄氏　小林　歌子氏

≪市長挨拶≫

　こんにちは。どうもお出かけをいただきまして大

変ありがとうございます。

　きょうは「輝くシニア」というテーマになってお

ります。実はこのタイトルを出すときにこちらにい

らっしゃる皆さま方と打ち合わせをいたしました

が、老人という言葉は使いたくないと、高齢者とい

う言葉も余り使いたくないと、ではどんな言葉にす

るのだと言ったら、「シニア」という言葉がいいと

いうことになりまして、それで「輝くシニア」とい

うテーマになりました。

　もともと高齢者の時代というと、どうかすると身

体が弱くて介護保険みたいな問題が多く扱われま

すけれども、実際には８割方はお元気で御活躍され

ているわけでありまして、そういう意味ではそうい

う皆さんがそれぞれの立場で輝いていく、そういう

形のまちづくりというのができないだろうかと、そ

んな問題意識の中からきょうのテーマになってき

ております。

　

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　　　開催の趣旨・福生市の概要については、第１

　　　回と重複しますので、省略いたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

それでは、あとの時間はもうコーディネーターの方

にお任せしたいと思いますが、一番向こうにいらっ

しゃるのが長谷川貞夫先生でございます。学芸大学

の教授で、教育委員もやってくださっております。

後ほどまた自己紹介のときにいろいろお話がある

と思います。

　お隣が山下真一さん。武陽ガスの常務さんです。

　それからきょうは話題提供者という形でまず立

川さんでございます。９４歳の方です。それからお

隣は小林歌子さん、老人会の副会長としてさまざま

な地域活動を含めて活躍していらっしゃいます。お

二人にいろいろ話を伺いながら進めていたいとい

うことでございます。それでは山下さん、よろしく

お願いいたします。

≪山下≫

　御紹介いただきました、本日はコーディネーター

を務めさせていだきます山下真一でございます。よ

ろしくお願いいたします。

　コーディネーターを去年も私、商工業というテー

マでやらせていただきましたけれども、今回２回目

でございます。このテーマを市長からいただいたの

は多分、私は親子同居でございまして、父親は私の

会社の創業者でございます。現在７６歳、母親は７

０歳、あと子どもは二人おります。三世代で暮らし

ているので、こういう話は山下がいいだろうという

ことを言われて選ばれたというふうに思います。

　あと市長の方からちょっとございましたけれど

も、きょうのこの会については後ほど文書で残ると

いうことで、前回もきちっとかなりいい冊子をつく

っていただいておりますので、ぜひ皆様から活発な

政策提案をいただければなというふうに思います。

そうしますと後ほど冊子の方はいろいろ考えてい

ただいたり、そういう御要望についてはいろいろ出

されるのではないかなと思っております。

　ぜひきょうは、ヒントということで、立川さん、

そして小林さんから話題提供をしていただいて、ま

たそれについて皆様からいろいろな御意見をいた

だければと思います。

　それでは、最初に立川さんから郷土史の関係でお

話を少しいただきたいなと思っております。それで

は立川さん、よろしくお願いいたします。

≪立川≫

　立川でございます。先ほどありましたが、９４歳

でございます。たまたま数年前に「多摩のあゆみ」

の８５号記念ですか、それに自分のことを書いてい

ます。こういうものです。

　私は生粋の多摩っ子で、９４歳、武州多摩郡日野

本郷の枝村、東光寺の産。今や日野市栄町五丁目と

まことに味気ないのだが、村の高台には縄文の遺跡

や七ッ塚の古墳群が残っています。ここは、武蔵七
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党の雄「西党日奉氏」の本拠地であったと言われて

おります。豪族「日奉氏」が居館の鬼門除けとして

創建したのが東光寺です。今に薬師堂が残り村人は、

これぞ「安産薬師如来」なりとの伝承を信奉してい

ます。また村内に新設の小学校が、「東光寺小学校」

と命名された。故里の歴史を偲ぶ配慮によるものか、

嬉しき限り感慨ひとしおであります。

　武蔵国府と甲斐の国府との官道に位置する、上古

の官道は武蔵の国、国府府中から小野本郷を通り、

万願寺村と東光寺村、それから本丹木、八王子です

ね。それから高月、それからあきる野と、檜原を通

って小河内へ回る、それで甲斐の国へ入ったのが、

これが昔の甲州街道です。そんなわけで子どもの時

から何となく歴史に愛情を持っております。

　昭和５年に台湾にまいりまして、「台湾高砂族旧

慣民族調査」の末端調査員として参加しました。ま

た、台湾警務局の語学研修生に採用されたり、いわ

ゆる台湾人相手のいろいなことをしておりました

が、１６年間して引き揚げてまいりまして、住宅難

のためにいろいろございましたが、福生に住宅地が

できましたので、誘われてここにまいりました。

　孟母三遷の教えとか申しますが、当時として福生

というのはおっかないところでございました。しか

し、そんなことは言っておられませんので福生へま

いりまして、我がまち福生のためにも、我慢したと

言ってはなんですが、一生懸命やりまして、ついの

すみかとなったわけです。

　たまたまここにもありますけれども、荻野三七彦

先生がこういうことを言っておられるのですね。

「自分の育った故郷を回想するところに愛郷心が

ある。それを拡大するならば、それは愛国心にもつ

ながることである。故郷に残る歴史的なもの、それ

は有形、無形のものとして遺り、伝承しているであ

ろう。由緒あるもの、こうしたものを伝える土地や、

これというものの何もない土地と、その地方地方に

相違がある。しかし由緒があるからと言って直ちに

その由緒を信じる訳にもいかないだろうし、また何

の由緒もないと思っても、これも調べてみると意外

にも新しい発見が生まれてこないものでもない。そ

のいずれにしても、まず自身に手を染めてみないこ

とには、故郷の歴史はわかるものではなかろう」と、

こういうようなわけで、それから郷土研究に入って

ということですが、私、昭和４０年ですかね、４０

年の４月に福生市の文化財調査会、郷土研究会です

ね。それを創設しまして現在に至っております。

　そしてその仕事として市内の巡歴とか探索、また

拓本講習による技術会得により金石文の記録、採集

だとか、そういうことをやっておるわけです。その

結果、私の自慢ではないですけれども、例えば当時

清岩院の開祖がわからないという記録がありまし

た。それを探して突き止めて、清岩院の開祖は加藤

勘助さんと言う方であって、その方のために昔は清

岩院ではなかったのだけれども、加藤勘助が清岩院

さんというので、その名前を借りて清岩院というこ

とまでわかってきた。

　そうかと思うと永昌院というのがございますが、

その永昌院なんかは福生の記録には一つもないの

ですね。あそこには福生で一番古い、１３０２年、

それのような石碑なんかが残っています。大変昔は

盛んだったところですけれども、なぜか永昌院とい

う言葉がひとつも記録にないのです。

　福生の地名なのですが、福生の地名についてはい

ろいろありますが、吉田という人が書いた日本地名

辞書というのがございますが、それは明治４０年に

できた地名を書いた物では代表的な存在なのです

が、それでも福生、福生の「福」はわかっているけ

れども、「生」はどこかおかしい、とそれしか書い

てないのですね、ただ１行しか。それが昭和３３年

に現地調査にまいりましたときに、東京都からの指

示を受けて、たまたま清岩院の和尚さんに、こうい

うことになっているけれども、福生の清岩院はフク

ショウザンだったのですね。フクショウザンと福生

は何か関係ありますか、由来等がわかれば、さらに

おかしいというので、そのときに何気なく素直に、

「いや、福生と読みますよ。福生、結構ですよ」生

の字はちゃんと「さ」と読みますから、恐らく寺の

和尚さんか何かがつくったのでしょうけれども、福

生の「生」、これはもう生む、こういうようなわけ

で、それからそれが福生の地名と相なりまして、し

かしその福生とは何が福生かというと、なんとアイ

ヌ語だとか、あるいはいろいろありますけれども、

今から想像しても仕方ないような気がするのです。

　そういうようなわけで、私の方は３６回の文化祭

がありまして、例えば福生の紋章を調べてみたり、

そういうふうにいろいろ、あくまでも私たちの住ん

でいる部落の古いことを継承させていくような仕

事を進めております。

　そのようなわけで、きょうは時間がございますの

で、また皆さんの方で質問でもございましたらお答

えしたいと思いますけれども、どうぞひとつ皆さん

も、ついのすみかになった福生でございます。私達

もこの土地の土になるのではないかと思います。福

生のために大いに関心を持って、また福生の土地を

愛し、正しいまちにしたいと、そんなわけでござい

ます。

以上でございまして、何かございましたらお教えし

たいと思います。先般、福生広報の、福生の橋の執

筆をしました。ああいういうものは皆さんから聞い

たことをもとにして書いたのですけれども、あるい

は間違いもあるのではないかと思います。どうぞ皆

さんからもいろいろ御指摘といいますか、いろいろ

お教えいただければ幸いだと思います。

　以上でございます。（拍手）

≪長谷川≫

　ありがとうございました。立川さんのお話はきょ

うのテーマであります「輝くシニア」ということを、

立川さん御自身が郷土史の研究を通して実践なさ

っております。そこで、私の方からちょっと立川さ

んに一つ質問をさせていただきます。

　昭和３３年の夏に、東京都三多摩地方歴史民族調

査が実施され、地区担当員となられたというふうに

お書きになってお話いただきました。そのきっかけ



35

というものはどんなものだったのですか。例えば市

の方から言われたのか、あるいは自分もその前に少

しそのようなことをやっておられたのかとか、そん

なことが私達、私の方は実は還暦が間もなくであり

まして、シニアの仲間入りするわけですけれども、

そのきっかけをちょっとお話いただけますか。

≪立川≫

　昭和２３年にここにまいりましたのですが、見る

物聞く物、やはり同じ多摩で生まれましても、私は

日野ですけれども、日野と多摩は大分違うのですね。

ですから見る物聞く物が珍しかったことや、それか

ら好奇心もありまして、そして当時ＰＴＡが盛んで

ございまして、みんな一生懸命で、ＰＴＡで先生方

と話し合ったときに、たまたま昭和３３年に東京都

で社会科の先生が中心になって民族調査というの

があったのですね。その時に、調査の項目としては

たしか１５０項目ぐらい、アンケート式に、何か古

い民具はありますかとか、お寺に行かれますかとか、

墓地はどうなっていますか、そういう墓地がありま

すかとか、こういうような先生、これは先生ご存じ

でしょうけれども、木村先生とか、関根先生とか、

笠岡先生、最近は坂上先生もおられたと思いますね。

そういう先生方が一緒になってやってくれという

ようなことで勧められまして、そして当時は報酬も

何もない、無報酬ですけれども、たしか３３年ごろ

調査して、それを報告したわけです。

≪長谷川≫

　ありがとうございます。少子・高齢化、あるいは

情報化、科学技術の向上、国際化、市民参画、いろ

いろなことが今山積みになっていまして、市もその

ため高齢化について検討するチームをつくってお

られるということで、その対応策が元気に高齢、ま

さに市民が立川さんのような方になっていただい

たり、そのことは財政的にも元気にしていてくれる

と助かるのではないかと勝手に私は思ったわけで

すけれども、皆さんの方からお聞きしたいと思いま

す。

≪山下≫

　ぜひ皆さんの方から何か御質問なり、何か郷土に

関してこういう思いがある、とかいうことがあれば

おっしゃっていただきたいと思うのですが、いかが

でしょうか。

　それでは、時間も限られておりますので、二つ目

の話題にさせていただきたいと思います。

　もう、お一方、話題提供者ということできょうは

小林さんにおいでいただいておりまして、小林さん

の方から、日頃老人クラブでいろいろ御活躍だとい

うことですので、老人クラブについていろいろお話

いただきたいと思います。

　小林さん、よろしくお願いいたします。

≪小林≫

　皆さんこんにちは。ただいま御紹介いただきまし

た、私は福生市老人クラブ連合会の方で副会長を仰

せつかっております。

　そもそも私が老人会というものに入りましたき

っかけをちょっとお話させていただきたいと思う

のです。普段、「老人会にお入りになりませんか」

とお誘いをしますと、まず１０人のうち半数以上か

らは「まだ老人会なんて早いよ」という言葉が返り

ます。それとまず老人会なんかという、「なんか」

という言葉が、私は老人会活動の中に入っておりま

して、とても異端のような感じ方をしますのですね。

と、言いますのは、私は本当に老人クラブに入ろう

と思って入ったのではなくて、たまたまうちの姉が

入っていて、私は２月２８日が誕生日なのですが、

そして誕生日が過ぎますとちょうど年度切り替え

の３月でございまして、「うちの妹が今年ここで還

暦になったから、老人クラブに入るようにと誘いに

行ってくれ」と役員さんに話し、役員さんがうちの

方へ出向いて来られたのです。

　私はその時、別に老人会というものも卑下してお

りませんし、大体が私自身の性格として、どうもお

せっかいやきなのでしょうかね。人の面倒を見たり、

何か人に頼まれるとどうも嫌ということが言えな

い性質で、後になって後悔するようなこともまま、

自分でも感じます。それで「ちょっとまだ早いのだ

けれども」と自分でもまだうちで内職かたがた編み

物なんかを教えておりましたので「ちょっと」と言

ったら、「老人会に入ると旅行なんかも一緒に行け

るし、あんたが入ってくれれば一緒に旅行に行ける

からとにかく入ってくれ」と、言っていますと言わ

れましたので、安易な気持ちで、では会費だけ納め

ていればいいわねというので会費を納めて入った

のが老人クラブに入ったきっかけでした。

　それで１年ぐらいは旅行も一緒には行けません

し、余りどこも歩かなかったのですが、たまたまう

ちのクラブの方で役員をしていらっしゃる方が何

かにつけて声をかけてくださるのですね。「きょう

は会合があるからどう？　忙しいのならいいけど

どう？」と言うのですけれども、ちっとも出ないで

いましたら、１年ぐらいたった頃だと思うのですけ

れども、「歌ちゃん、きょうは暇？」ということで

電話が入ったのです。「うーん」と言ったら、「き

ょうはこういう訳で会合しているから出てこな

い？」と言われて行きました。

　とにかく老人クラブの会合に入った時の、大人の
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世界に子どもがぽつんと飛び込んだような、本当に

そんな雰囲気だったのです。私はその雰囲気だけは

今だに忘れないのですけれども、自分で老人クラブ

の中に入って、若かったせいもあるのでしょうけれ

ども、入りまして２年目ぐらいからお役をいただき

まして、会長のなり手がいないということで、平成

５年から老人クラブの地元の会長をさせられまし

て、させられたという感じでしたけれども、させて

いただきまして、老人クラブ連合会の方に入りまし

た。いろいろな仕事で皆さん方のお話を伺ったり、

当然会長をやりましたからいろいろな面で自分の

活動もしなければならない。広報もしなければなら

ないということが必然的に自分自身に与えられた

仕事として動き回っているうちに、老人クラブはそ

んじょそこらの場所ではないのだという、本当に老

人クラブという、確かにネーミングは悪いです。で

も老人クラブの組織というのは、今までやはり６０

を過ぎますとどこかで働こうと思ってもなかなか

正社員としては雇っていただけない面もあるかと

思います。ですがやはり今まで培ってきた知性です

とか、地元におきましてもいろいろな貢献度があっ

たと思うのです。そういうものを活動の中に、やは

りそういった組織の中に入っていれば声がかかっ

てくるのですね。それで働けますし、自分自身が振

り返ってみて「あっこれが生きがいにつながってい

たな」と、今現在ではそう思っています。

　たまたま東京都の老人クラブの方にも参加させ

ていただく機会がございまして、役員として登録さ

せていただいておりますので、いろいろな勉強をさ

せられました時に、たまたま秋田県の社会教育課の

次長をしていらっしゃる方が、東京都の老人もこれ

からはいろいろな勉強をしなければいけないとい

うことで、老人大学というセミナーがありました。

そのセミナーに東京都から代表で出ろということ

を言われました。お昼を食べております時に、皆さ

んから見るとまだ６４～５歳でしたから若く見ら

れたのですね。それで「小林さん、老人クラブの仕

事はおもしろいだろう」と言われたのです。「いや、

まだおもしろいとは感じませんけれども」「そうし

たら大変か」と言うから「いや、大変でもないので

すけれども」と言ったら「そのうち老人クラブの仕

事はおもしろくなるよ。そのおもしろくなったらあ

んたの生きがいにつながるよ」という言葉をそこで

いただいたのです。

　何気なく聞いてきた言葉なのですけれども、とに

かく私が今現在、老人クラブの中で皆さん方と一緒

にできるだけ活動して、何かの集まりには皆さんこ

ぞって参加してください。本当にクラブの中でも、

それから女性部でもいいので、女性部の中でも私は

確かに人使いは荒くて、そして何か物を言うのでも

ぱきぱきと言ってしまいますので、反発を買うこと

もあるかと思うのですけれども、でもやはりそうい

った活動が自分に今与えられて、なんとなくスムー

ズにやっていられるなということと、それからまた

こういった席にも出させていただけるように少し

ずつでも自分を構築していったかなと思うのは、そ

の老人クラブの中にぽつんと、大人の中に子どもが

入った、あの感覚を少し直していかなければいけな

いなと、誰でも老人クラブに気持ちよく入って、気

持ちよく活動できる場所でなければいけないなと、

年をとったら特にそういうことは必要だなという

ことと、それから次長が言ってくださったこと、こ

れがものすごく私には糧になっていると思います。

　そしてこの間の研修会でも、少し皆さん方にも通

じることがあるかと思うのですけれども、いただい

てきた言葉の一つに、大体６５歳から高齢者に入る

と思うのです。６５歳、６０歳で定年とうたってい

ますけれども、ある程度高齢者の年齢となると６５

歳以上でしょうから、６５歳以上からまず人生８０

年と言いますから、３０年近いこれから残された人

生があると思うのですね。その３０年間の人生の設

計を立てて自分自身が豊かに、そして皆さんと、仲

間と一緒に豊かな生活をしていく場所が老人クラ

ブの研修の場所ではないかなということをおっし

ゃった方もいらしたので、あっそれはいいことを聞

いてきたなと思って、これからも一生懸命働いてい

こうかなと思っています。

　まず、私は余り難しいことは言えないのです。言

えないというか、正確には余り硬いことはだめなの

です。それで皆さんにちょっと知っていただきたい

ということで、老人クラブの目的、私自身が老人ク

ラブに入った時がそうだったのですけれども、老人

クラブは何を、どういう目的でつくられているかと

いうその目的というものと、それから基本的な方針

というものがあるので、きょうは皆様方にこのプリ

ントを、本の方からですけれども、抜粋させていた

だきまして、皆さんにお配りさせていただきました。

これは老人クラブを私たちがやっていく上での一

番基となっておりますことなので、これは後で目を

通していただきたいと思います。

　現在、老人クラブも厚生労働省の方からできるだ

け健康でいること、皆さん方こういった活動、いろ

いろな活動に出席できる方、それから仲間同士でお

互いに旅行に行ったり、余暇を楽しんでいらっしゃ

る方というのは医療に余りかからないで、ある程度

医療の方にも貢献できる方達ではないかなと思っ

ております。健康づくりの予防活動ですとか、私達

クラブの組織の中では無理をしないでできるとい

うのが在宅の福祉の友愛活動だと思うのですね。そ

ういったことが老人クラブの組織の中で少しずつ、

大きくは見えないかもしれませんけれども、老人ク

ラブとしてやっていけるひとつの活動の内容では

ないかなと思いましたので、老人クラブの目的とい

うことと、基本方針ということで述べさせていただ

きました。

　それでちょっと参考までに、これは書いてござい

ますけれども、全国で今１３万３１３８クラブある

のだそうです。この１３万３１３８クラブというの

はすごく多く感じますけれども、この老人クラブも

ここ年々だんだんと下降線をたどるみたいになく

なっていくクラブが多いのだそうです。と、言いま

すのは、結局、後継者が育たなかったと言われてし

まえばそれきりなのですけれども、会長の持ち手が

いなくてつぶれていくクラブが多いのだそうです。
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福生にもそういうクラブが一つございました。それ

でクラブがなくなって、会員さん達も別にどうとい

うことはないのかなと聞いてみますと、やはり会員

さんからはクラブがなくなると今までやっていた

いろいろな活動に参加できないからつまらない、い

ろいろな情報が入ってこないから寂しいというこ

とは聞こえてきます。

　東京都の中では４万１１６クラブありまして、会

員数としては約４０万人近い会員さんがいらっし

ゃいます。福生市では今のところ２６クラブに今年

なったのですけれども、去年までは２５クラブでし

た。そして会員数が２３７９人いらっしゃいますけ

れども、その中で元気に働いていらっしゃる方、ま

た元気でいろいろな面で活動できる方というのは

恐らく半分ぐらいではないかなと思います。

　そういったところと、それからきょうここに参加

させていただきましたので、皆さん方からぜひお教

えをいただきたいのは、これからの私達、老人クラ

ブとしていろいろな面で活動していったり、何かを

やっていく時に、皆さん方からこういうことをした

らいいのではないか、こういうところで老人クラブ

は余り会員さんが増えなかったり、老人だからと横

に置いてしまうような形も私達見えますので、そう

いうことのお話を逆にいただければありがたいな

と思います。今回の話題提供者として依頼をいただ

きました時に、ぜひそれをお願いしたいなと思って

参加させていただきました。

　とりとめがなくて、道がはっきりと一本の筋でお

話できなかったかもしれませんけれども、私が老人

クラブに入った経過と、それから老人クラブの中で

感じていることをちょっと述べさせていただきま

したので、どうぞよろしくお願いいたします。（拍

手）

≪山下≫

　ありがとうございました。私、実はこのコーディ

ネーターを引き受けるのに当たって本を１冊買い

まして、読んだ方もいらっしゃるかもしれないので

すが「生き方上手」という本で、聖露加病院の日野

原重明先生という、９１歳でしょうか、今。現役で

やられているこの先生の本をちょっと読ませてい

ただいて、立川さんもいらっしゃるのですが、９０

歳を超えて本当に元気に活躍なさっているのはど

ういうことなのかなといろいろと参考にさせてい

ただきました。

　それとこの本に出ています、老人という言葉が最

近非常に嫌われるというか、歓迎されていないとい

うことで書いてあったのですが、老というのは本来

尊敬される対象に使われている言葉なのだという

ことと、若い人にあんなふうに年をとりたいと思わ

せるような老人になろうというのがちょっと書い

てあるのですね。

　ですから本来、老人というのは非常に尊敬に値す

る方達に対して敬意を持って使っているという言

葉だそうなので、我々も言葉に、本来どういう意味

があるかというのを考えながら使って、イメージだ

けで余りよくないということではなくて、使いたい

なというふうにちょっと思いました。

　それでは今、小林さんの方から老人クラブの活動

等について、何かこんなことがあったらいいのでは

ないかと、そのような形、また老人クラブ活動、実

際参加なさっている方も大勢いると思いますけれ

ども、私達のクラブではこういうことをやっている

等の御紹介がありましたらぜひ御遠慮なくお話を

ちょうだいしたいと思います。どなたかお話してく

ださる方はいらっしゃいますでしょうか。どなたか

お願いできますでしょうか。

≪Ａさん≫

　実は私は老人クラブに入っていません。入ってい

ませんというのではなくて、福生へ越してきてから

２０年になるのですが、ですから地元の方から言わ

せるとあんないいところはないというのですが、私

はよそ者なのですが、地元のためにずっとやってみ

たいと思って老人クラブに加入したのです。したの

ですが、家内は今も老人クラブに入っていますが、

私はやめました。町会の方に気に入られなかった。

そういう雰囲気が当時はあったのですよ。

　私は今、現に高齢者の関係の仕事に取り組んでお

りますけれども、自分は別の形で高齢者の活動に取

り組んでいます。ですから、もう少し開かれた老人

クラブであってほしいですね。そういう何でもオー

プンに言えると、白梅会館で立川さんがずっともう

しっかり代表でやってこられた熟年ひろばは、これ

は昭和５５年からですから、２２年も続いています。

立川さんと私はちょうど一回り違いで、同じ申年で、

私は一回り下の８２歳なのですけれども、今は立川

さんの後に引き続いて代表をさせていただいてお

りますけれども、そこはどなたがいらっしゃって、

どんな話をしても、品のない話だとか、そういうこ

とがあっても大丈夫です。非常にわきあいあいとし

た雰囲気で毎週金曜日１０時から１２時までやっ

ております。

　そういうことが非常に高齢者にとっては安らぎ

の場だと、そういうことが必要だと思いますけれど

も、そういう意味で少し老人会は保守的なところが

あるので、そういう気がします。

≪長谷川≫

　ありがとうございます。そういう意味では私も十

分よそ者でございまして、何年か前にあるシンポジ

ゥムで福生は大嫌いだということをいってしまっ

たにもかかわらず、いろいろとその後は皆さんにも

福生を好きになってもらうために動いているよう

なことでございます。

≪山下≫

　ほかにありますか。どうぞ。

≪Ｂさん≫

　一老人会の会員として参加させていただきまし

た。去年地元の地域の老人会に入れていただきまし

た。その前、今、小林さんのお話の中である言葉を

非常に、老人会楽しくなるよという言葉をいただい
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たのですけれども、私も昭和６３年から平成３年ま

で、町会長をさせていただいておりました。そして

町会長というのはご存じのとおり各ブロック長さ

んとか、老人会長さんだとか、各種団体の長のとこ

ろへいろいろプリントを持ってお願いに行きます

ね。そうするとまた嫌な仕事を持ってきたのかよと

いうような顔をされる役なのですけれども、私のと

ころの方が、今は亡くなってしまったのですけれど

も、老人会長さんがいつもにこにこと、いろいろな

会館の清掃だとか、お祭りの神酒所づくりだとか、

厄介な仕事をお願いに行くと、「御苦労さまです」

という言葉の代わりにありがとうございますと、言

ってくれるのですね。お願いで行って、お願いする

前に向こうはありがとうございますと、うやうやし

く紙をもらってもらうのが非常に私は感動しまし

て、それからずっと私も今度はそれを真似しまして、

いろいろな仕事がきても「御苦労さま」よりも「あ

りがとうございます」という言葉を言うようにして

おります。その今ここに書いてある「輝くシニア」

という原点は、やはり人間は言葉でしょうから、今、

小林さんのお言葉からそんなことを考えました。

　そして今、私は昭和１１年生まれですから、十分

老人会の会員の資格があるということで去年入れ

ていただきました。そして今年の６月１４日に市民

会館大ホールで福老連の老人芸能会長になりまし

た。各地区から芸達者な人がいろいろ舞台に上がり

まして、うちの牛一の老人クラブは「南国土佐を後

にして」を浴衣で踊るということになり、会館で練

習が始まりました。大概そういう浴衣を着て踊ると

いう場合は女の人の会員が多いわけですけれども、

「Ｂさん入らない？」と、こう言われたのです。町

会長が入るということで、ちょうど班の総会のとき

に相談しまして、私も一杯いただいて何気なく「踊

る」と言ってしまったのです。そういうことで練習

に出てこいということで練習させられまして、今年、

大ホールで「南国土佐を後にして」を女の人が１０

人、男の人２人が入って踊りました。非常に恥ずか

しかったけれども、気持ちよかったです。

　そして最初から最後までの老人芸能大会の冊子

ができました。一応ここに「老人」という言葉はち

ょっと嫌だなと思うほど若さがあったのですね。熟

年といいますか、やはり小林さんが言うように、活

動に出る人は丈夫な人ばかりですね。寝たきりの人

はいないですね。本当に単純かもしれませんけれど

も、７０歳の人は６０代歳に見えるし、８０歳の人

は７０歳代に見える、若く見えるというのは、若さ

を保っているのですね。これが老人会の力ではない

かなと、これが「輝くシニア」ではないかなと思い

ました。

　以上です。

≪山下≫

　ありがとうございました。ほかにどなたか、老人

会の方の発想で。

≪Ｃさん≫

　私はＣと申しまして、牛二町会の方に住んでおり

ます。福生にお世話になったのは昭和３２年に、私

も所帯を持ちまして、ある縁から福生にお世話にな

るようになってから今日に至っております。

　先ほど小林さんからの老人会、一応福寿会という

ふうに呼ばれているのが通常でございまして、これ

は全くいい名前だなと、私も実感しております。

　それで私が福寿会に入った動機というのは、小林

さんとちょっと違いまして、一部の方は御承知かと

思いますが、私の母親が明治２５年８月２６日に出

生しまして、平成４年５月１１日まで何不自由なく、

それも自炊で自活しておりました。それで病院に入

院したのはわずか１週間でございまして、それまで

すこぶる健康で生活できたのは、福生というすばら

しいまちに住むようになって、皆様がいろいろお世

話してくれた賜物だと、こういうふうに信じており

まして、それも私どもの方に母親が来たら、三鷹市

に姉が住んでおりまして、それまで兄と一緒に住ん

でおりましたが、兄の死ということから９０歳でう

ちの母親は私どもの方にまいったわけでございま

す。

　それから計算しますと、御案内のとおり９９歳８

カ月１５日という長寿を全うしたと、それでそのと

きに母親から感謝を、これは皆さんのおかげてこう

いうように長寿を全うできたのだから、私はもう年

の関係で皆様にお礼ができないと、したがいまして

母親が私に「私に代わって皆様にお世話いただいた

ことをお返ししてくれ」ということで、私も６０歳

になりまして、会員としての入会資格が得られまし

てからすぐに入りました。

　それで私の思いは、私以上の年齢の方とか、不健

康等々で私より若いけれども不都合な方々のため

にお世話させていただこうと、そういうことで入っ

て今日まで地区長とかいろいろ役を仰せつかって

活動をさせていただいておりますが、現在は副会長

ということで会長を支えながらお世話に邁進して

いる次第でございます。

　それから福寿会が縮小傾向と申しますか、それの

一つとして役員、すこぶる会長になり手がないとい

うことを私も重々感じておりますので、私ども福寿

会といたしましてはできるだけ会長の負担を軽減

するという意味で、副会長なりほかの役員の各位に

相談して、総務職担当とか、それからスポーツ・レ

クリェーション担当とか、イベント担当かと、そう

いうふうに大きく三つの部門に分けて、それでほと

んど会長が最終的に決裁すればいいような方法を

採用させてもらいまして今日まできております。

　ですから小林さんが先ほど二つの課題と申しま

すか、そのことにつきましては、私ども福寿会に入

会した折り、それから会長の仕事と役割を軽減する

ことによって、会長のなり手がいないから存続でき

ないということも解消できるかなと、そういうふう

に思っています。

　それから私自身は、福寿会というのは私自身で皆

さんと友愛でいろいろ「輝くシニア」ということで

過ごすのも結構ですが、先輩各位にいろいろな面で

お世話することも重要な働きではなかろうかと、私

はそういうふうに思って活動しています。
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　それから昨今の状況でいきますと、市も高齢者の

一人暮らしとか、引きこもりとか、いろいろそうい

うふうな難問を抱えておりますので、私どもは入会

する方につきましては、基本的には一人暮らしの方

にできるだけ声をかけてそれで入会していただこ

うと、これは市長は私にいろいろ貢献して欲しいと、

できるだけ理解をお願いしているわけですが、その

中でも結局その問題は承知しましたので、それから

は一人暮らしの方をいろいろと訪ねて、５人ほど一

人暮らしの方に入っていただきました。

　それでこれもやはり福生に在宅介護支援センタ

ー、そういうものが三つほどあるようでございます。

それからそのほか民生委員の方々もいらっしゃい

ますが、やはりきめ細かいお世話をするには地元の

利を生かして、福寿会組織をもってあえてお世話を

させていただくようにすればいいのではないかと、

それでただいま考えているのは、できるだけ、でき

れば１日に１回ぐらい一人暮らしの方に電話をお

かけして、「きょうは元気ですか」とか、また時々

訪問するなりして、それぞれ一人暮らしの方の引き

こもりとか、それとか孤独死とか、そういう状況に

至らないようにいろいろお世話するのも、ひいては

福生市の行政についてもいろいろお世話になって

いる関係で少しはお手伝いになると思います。そう

いうような思いで福寿会の方はお世話をさせてい

ただいております。

　以上です。

≪山下≫

　ありがとうございました。ほかに何かございます

か。

≪Ｄさん≫

　福生市熊川の鍋二町会におりますＤと申します。

当年９０歳です。

　今、大変そちらの方からいい話を聞いて感激して

います。実は老人会のことについてお話しますが、

福生の人口は６万２０００人、そのうち外国人が２

０００人、６万人で高齢者の比率は１３．３％とい

う数値が出ています。それでいきますと８０００人

ぐらいになると思います。それで小林さんが言った

ようにデータを見ますと、約３０％であります。私

も老人会の会員なのです。せめて選挙の投票率ぐら

いはと思うわけです。

　先ほど今、お話を聞いていると非常に会員の獲得

に努力されております。これは私自身そう思うので

すが、なかなか努力がないのですが、本日お集まり

の方でもし入る気のある人があったら、老人会に入

ってやはりまちづくりの、全部で１３％、約８００

０人ですね。これぐらいで、５０％ぐらいになると

４０００人、そう減少するものではないかと思いま

す。具体的に今、牛浜の方のお話やら、変なちょっ

と上ずったようなお話になりますが、老人会でも努

力しておられると思います。私自身もまたやろうと

思いますし、今までも会長に協力したいそんなこと

を思っています。

　どうかみんなで力をあわせて、まちづくりのため

に努力したい、こんなふうに考えております。具体

性がなくて申しわけないのですが、私の考えです。

ありがとうございました。

≪山下≫

　ありがとうございます。きょうはお二方９０歳の

方がいらっしゃいます。先ほど来た名簿で、Ｄさん

とお聞きしていたのでどなたかと、それらしき方は

いらっしゃらないのでちょっとびっくりいたしま

した。非常にお若くて、ご活躍ということでござい

ます。

　では小林さん。

≪小林≫

　貴重な御意見いろいろありがとうございました。

老人クラブというより福寿会の方もいろいろなこ

とを行事としてやっております。それできょうはち

ょっとここにかねがね、ほんのごく一部でございま

すけれども、福寿会の福老連としてやっております

行事で、まず今一番重大的にやっておりますのは健

康づくり講座ということでございまして、健康でい

られるようにと、これも厚生労働省の方から病気の

予防にということでいろいろな援助とか、器具の試

供者の方に購入の補助がございまして、いろいろ健

康づくりに取り組んでおります。それもひとつの一

環として健康増進部の方から、いろいろなゲーム機

といったらおかしいですけれども、グラウンドゴル

フですとか、健康機とか、これは年に２回開催して

おります。そのほかには世代交流という言葉がまず

大事だと思うのですね。いろいろな今、小学生です

とか、中高生の方々の中でいろいろな問題点が起き

る中で、私は余り自分では年寄りだとは思っていな

いのですけれども、自分自身では。よくいろいろな

ことを聞いたりしますと、昔と今と違いまして、今

は核家族というのですか、小さいお子さんと一緒に

生活して、おじいちゃん、おばあちゃん一緒にとい

う御家庭が少なくなっていますね。１軒のお宅でも

上下に住んでいるとか、上は何をしているのか、下

はある程度別行動でというような、プライバシーの

面もございますでしょうけれども、それを踏まえて、

何年か前に、これは私の住んでいる前にすみれ保育

園がございます。そこで世代交流ということで、す

みれ保育園で、あそこにパネルがございますけれど

も、先ほど皆さんにも見ていただきましたが、子供

たちと触れ合ってみました。

　触れ合ってもらった時に、小さいお子さん方から

接触する感覚ですか。感触というのはすごく私達高

齢者にとっては若返りの一つなのですね。ここにい

らっしゃるおじいさんが一人、後で御覧になってい

ただくとわかるのですけれども、何年も孫の手を握

ったことがなくてうれしかったよとおっしゃって

くださったのです。

　そういったこともやはり一つの交流のもとだと

思いますし、地域の貢献活動ということで、今、老

人クラブでは年に、これは大々的に全国同時に「社

会奉仕の日」と銘打ちまして、５月２０日に公園と

か自分たちの住んでいるまちの清掃を行っており
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ます。この清掃も町内の方で全然知らない住民の方

もいらっしゃるのですよ。たまたま私達がお掃除を

していますと「あっきょうは老人会の人があそこを

掃除してくれたみたいだよ、ありがとうね」という

言葉も返ってくるのですけれども、年に１回ぐらい

のことですと、なかなか清掃もということなのでこ

れからは、何年か前からちょっと、野澤市長になら

れてから提案をいただいたことなのですけれども、

自分達の住んでいるまちは自分達できれいにしよ

うじゃないかということで、ある程度公園ですとか、

その周辺を掃除しましょうということでやり始め

た単位クラブもございます。またその企画にかけて

は、今の福老連の方も公園ですとか、掃除しましょ

うということに各単位の方に声をかけてその準備

が進められております。

　たまたま去年、これは私どもで一番汚くてどうし

ようもなかった西友の横の公園を掃除しまして、そ

の時、市長さんに来ていただいて、ごみの前に座っ

ていただいた写真があれです。市長さんがいつも通

る時に汚かったのだよなとおっしゃってくださっ

て、もう本当にごみでくちゃくちゃになったところ

で皆さんと写真を撮らせていただきました。

　この写真の中にいろいろちょっと、子ども達と交

流しているとか、地域の貢献活動ということで、や

はり私達は自分達の手先の仕事ですとか、手先を使

って何かをするということは脳の活性化にもつな

がるということなので、できるだけ何かをつくって

皆さんに差し上げることも喜びの一つなので、いろ

いろ活動しております。

　それからスポーツ、ダンス、余暇活動といってお

ります。そこに映っておりますのが、先ほど議員さ

んの方からお話がありました芸能大会の踊りです

とか、それからついこの間の６月２３日にありまし

たみんなの運動会の、スナップを１～２枚ですけれ

ども、参考までにあそこに飾らせていただくように

いたしました。

　老人クラブも、先ほどそちらの方で、牛二の方も

言ってくださった友愛活動の取り組みもあります

し、それからそのほかにやはり皆さん方と楽しくす

ることも、やはり楽しくなければ老人クラブではな

いと思うのですよね。自分が楽しくなければ会員の

皆さんも楽しんではいただけないと思うので、でき

るだけ地域の中で皆さんと、その地域性というのも

ございますでしょうから、地域の中で自分達に見合

ったニーズでもって活動していただけたらなと私

は常々思っているのですけれども、ちなみに、老人

クラブといいますのも各単位クラブから始まりま

して市町村の老連、それから老連ごとの芸能会、そ

れから東京都がありまして、東京都から信越があり

まして全国に広がっておりますけれども、全国の老

人クラブの中で今までは男性上位といいますか、男

性の方の会長さんが多くて、女性の意見が入らない

ということで、平成５年度ぐらいから女性の意見も、

女性の参加をということで女性委員会というもの

が設立されております。

　それで私ども福生市でも平成６年１２月から女

性部というものが編成されまして、各単位クラブか

らお一人ずつ代表で出ていただいて、それで老連の

中で、老人クラブが主体になって女性部の方がそれ

に参加したり、協力をしたり、またいろいろな活動

に取り組みながら、女性だから気がつくのではない

かなということも、クラブの活動の中に参画させて

いただいて活動しております。ちょっとご存じない

方も数多くいらっしゃるかと思いますので、ちょっ

と報告させていただきます。

　決して老人クラブはそんなに硬いところでもご

ざいませんし、組織の中にいればいろいろな活動に

も参加できると思うのですよね。一人ではできなく

ても、ビートたけしですか、あの人が漫才やってい

ましたけれども、「横断歩道一人で渡れば怖いけれ

ども、大勢で渡れば怖くない」とおっしゃいました

けれども、やはり組織の中で皆さんと一緒に、何か

いいことするのでも一人でやるのは照れくさくて

も、みんなで一緒ならばできるじゃないですか。

　そういうことで、できましたら老人クラブ、福寿

会の方にも大勢加入していただいて、気がついたな

らばやはりこういうふうに声をかけていただけて、

気がついてみればやはり私は輝いたシニアでいた

いなと、最後の最後まで輝くシニアでいたいなとい

う思いできょうのフォーラムに参加させていただ

きました。どうぞ皆さん方、老人クラブは何だとい

うことではなくて、可愛がっていただければありが

たいと思います。

　いろいろとりとめないことを申し上げましたけ

れども、よろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。

≪立川≫

　私も老人会で、会長をしております。老人会の会

長というのも確かに難しいです。考えてみますと、

６０歳から上は９４～５歳までの者までおります

ので、大変構成が複雑ですから、集まりにしまして

も、例えば私の方は１１０名のうちに大体毎月集ま

るのが４０名、結局３分の１ですか、３分の１がわ

ざわざ一緒にお茶でも飲もうと出てくるのですが、

あと３分の２の方はかったるい、人がいるし、まだ

年をとっても現職だ、そういう声もあるのです。

　そういうわけで、老人会の運営というものは大変

で、お付き合いしたらかえって腹が立つという人も

ありますけれども、それでなくてぜひ参加していた

だければと思うのです。それなりの一つの機関とし

ても私の方でも今ＰＲというか、連絡のために、私

が私報ですけれども、会報をつくっております。現

在１９２号を出しましたが、毎月皆さんにお配りし

ていますが、これも内容がどの程度かわかりません

ので、皆さんが入って間もないという人もおります

し、喜んでくれる方もあります。

　いろいろあの手この手でやっているのですが、毎

月１回のお茶飲み会、それから毎月１回の公園の掃

除、それから毎月１回の歩け歩け、その間にやはり

ひとつのサークルとしてゲートボールの好きな人、

それから手芸の好きな人、それから歌とか、いろい

ろサークルをやっておりますが、１２０人の会員が

一緒になって果たしていくということはちょっと
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困難でございますが、しかし現在でもできるだけ都

合をつけて、せいぜい月に１回ずつぐらいは参加し

ていただいて、２時間でも３時間でも短い時間です

けれども、顔を見るだけでも結構ではないかと思い

ますし、話を聞くだけでも結構ではないかと思いま

す。またカラオケでも歌いたい人は歌えますが、そ

れも結構ですが、ぜひひとつ皆さんに老人クラブに

集まっていただきたいと思います。

　先ほどＤさんからちょっとお話がございました

が、今、福生には高齢者の方がいろいろ住んでおり

ます。これは老人会とは別でございますが、結局内

容は同じなのです。結局市内の老人会での老人で、

こころみのある方は各公民館単位で集まってお茶

飲みをしようではないかという制度といいますか、

サークルでございますが、公民館の本館、それから

熊川の白梅会館、それから武蔵野の松林会館、あそ

こで毎週、熊川の白梅会館は毎週金曜日にやってい

ますが、本館の松林会館の方は月に２回で、そして

お話し合いですね。

　別に難しい会ではないのです。よその市町村では

同窓会だとか放送大学か、なにかそういったような

ことをやっていますが、私どものテーマはそうでは

なくて、例えばメダカ学校制度、昔は「ちいちいぱ

っぱ」でスズメの学校というのがございましたが、

今は大体文部科学省でもスズメの学校制度はやめ

て、メダカの学校形式というふうにやっているそう

です。だれが生徒でも先生でもありません。お互い

にもう年もとって、酸いも甘いも心得た者同士が、

もう全部、覚悟はつけて、そして集まって、体操し

て、お茶でも飲みながらお話をすると、ですから

我々例えば白梅会館は毎週金曜日１０時から集ま

りまして、会費は月に３００円ですが、大体飴玉二

つにお煎餅３枚で、そしてお茶を飲みながら好きな

ことを言っております。お互いが自分の新聞を切り

抜いて持ってきてやったり、あるいはそれをコピー

したり、さまざまなことを、耳に入ったニュースを

御披露するとか、とりとめないような内容ですけれ

ども、２時間本当に楽しく過ごしまして、最後には

校歌合唱で、福生市の歌を歌って終わっております。

　大変人気があり、もう大体１０００回、昭和５５

年から始まったのです。そういうようなことでもう

１０００回ですから、大正の者ばっかりしかいない。

昭和５５年に、恐らく今の市長さんが社会教育をや

っていたころではなかったかと思うのですね。５５

年の４月に始まっています。老人の高齢化対策を何

とかしなくてはと言って始まり、５６年の６月に第

１回をしまして、それからずっと、なかなか途中で

休んだこともありますが、ずっとまだ今でも続いて

おります。皆さん楽しかったと言っております。

　西多摩新聞が確か白梅会館の熟年ひろばという

のを紹介してくれましたけれども、大変楽しい。で

すから老人クラブは楽しいので、でるきだけ老人ク

ラブに参加していただいて、それで、もしお暇があ

りましたらならば週に１回なり、あるいは松林会館

や本館は月に２回ですけれども、身近なそういうサ

ークルに入って、そして一緒に楽しんだり、勉強と

いうまではいきませんけれども楽しい、一つのまち

づくりになると思います。ぜひ御出席いただきたい

と思います。

　今、お配りしましたけれども、例えばうちの方の

会報、一番最後のページには川柳がありますね。「デ

ジカメのえさは何だと孫に聞く」そんなサラリーマ

ン川柳「国民にしわ寄せよりも幸せを」こんな詩を

書いてみたり、それから２ページの上には、２ペー

ジ、３ページ、子どもと育つ舞の海さんですね。こ

れは日経ですけれども、彼の妻は再婚ですけれども、

子ども達が今まで舞ちゃん、舞ちゃんと言っていた

のが始めてお父さんと呼ばれて感激している。その

次が戦争の方で「母のぼたもち」埼玉県の８１歳の

方が書いています。その下には「私に席を勧めたお

じいちゃん」と、１７歳の高校生、こんなのが出て

います。それでその下にあるのが「いわせてもらお

う加齢！」これは９月１３日の朝日新聞です。自分

の顔を鏡に写して、増え続けるしわやしみを見なが

ら最近鏡を見るたびに悲しくなると言ったら、夫は

「おまえは鏡を見る時だけだからいいなあ。おれな

んか、それをいつでも見てる。」こういう、これは

６０歳から９５歳までですから、もうすぐですから、

今しかないと、考えなくて済みますから、そんなこ

とでいろいろ自分たちの、全部ではないですけれど

も、ここに載っております。

　ぜひひとつ皆さんも部落の老人会に参加して、踊

りを踊る方もいるかもしれないけれども、若い方は

無理ではないでしょう。ぜひ明るい、楽しいお年寄

りの会にぜひ御協力いただきたいと思います。

　以上でございます。（拍手）

≪山下≫

　ありがとうございました。老人会だけはなくてい

ろいろな会があるということでございまして、せっ

かくの機会でございますので、こういう会がありま

すよとか、そういう話がいただけるようでしたらま

たお願いしたいと思いますが、Ｆさん、よろしくお

願いいたします。

≪Ｆさん≫

　Ｆございますが、Ｄさんからもさっきお話があり

ましたけれども、人口の１３％ぐらいで、大体会員

さんは８０００人ぐらいだと、しかし老人クラブの

方は大体２２００人ぐらい、約３分の１ぐらいです

ね。

　もっともっと参加したくても出られないという

ような人がたくさんいると思うのですが、実はこの

２月から準備をして、高齢者と子どもの触れ合いを

つくる、これは学校５日制が実施になりますが、子

どもとその触れ合いをつくろうということで、その

ＮＰＯの立ち上げがございました。３月に東京都が

受理してくれましたので、今月中に民間団体、それ

は今申し上げた目的は、高齢者のたまり場をつくっ

て、それで老人会とかそういうのに入ってない方、

目的ははっきりしているわけではないのですが、で

きたら社協のボランティアさんたちを連合会に加

入させていただいたりとか、ＮＰＯ、例えば青少年

の親善とかありましたね。２～３日前ＮＨＫの朝の
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番組で放送されましたけれども、そういうものと協

力して、とにかく福生をもう少し明るい、立派ない

いまちにしたい、そのために頑張っていきたいと思

ってつくっているわけです。一生懸命やっていきた

いと思いますが、そういう意味でもし御協力が得ら

れるならありがたいと思っています。

≪山下≫

　ありがとうございます。いろいろな形で御協力を

していただきたいなと思います。

　小林さんが大変よろしいのではないでしょうか

というようなことを今おっしゃっていましたけれ

ども、ぜひいろいろな形で子ども達との触れ合いを

していただきたいと思います。私の場合、子どもは

まだ小さいのですが、やはり目上の方というのでし

ょうかね、家族は子どもがいて、妻がいて、あとは

おじいちゃん、おばあちゃんの６人家族なのですが、

普段目上の人と接していると、やはりやさしさみた

いなものが身につきますし、自分が疲れていても電

車の中ではおじいちゃん、おばあちゃんがいたら、

席を譲るように言っているのですね。そういうのが

知らず知らずのうちに身についてきて、非常に子ど

も達の教育にもプラスになっていくではないかと、

僕自身もそのように感じております。

　そのほかにまだ何か御意見ございますでしょう

か。女性の方もきょうは大勢いらっしゃっていただ

いているので御意見をお願いします。

≪Ｃさん≫

　Ｃでございます。先ほどお話させていただいた中

でちょっと補足したいことがありますので、小林さ

んにお願いしたらよろしいかと思うのですが、私ど

も牛二老人会は１年に４回ほど集まりがあるので

すね。各年度の総会、それから通常の月例会、忘年

会、新年会、そのほとんどが出席してくださった

方々の懇親なわけでございますが、その４回のうち

の１回、例えば専門の医師とかいろいろな方々を一

応お招きして、さらなる健康づくりとか、健康づく

りというのは基本的には食生活でございまして、そ

の分野の専門家を招いて話をしていただくような

機会を設けたら、一層の発展につながるのではなか

ろうかと、例えば福生市のシルバー人材センターと

いうところがありまして、あそこの総会ではそうい

う機会に先生などをお呼びして、健康づくりのお話

をちょうだいしているわけですね。ですから市の担

当責任者の方等々と御相談くださって、そのような

ことも付け加えた医療として推進していただけれ

ばよろしいのではなかろうかと、このように思いま

す。

≪小林≫

　ちょっとその件に関しまして、先生をお呼びして

ということなのですけれども、福生市が東京都の方

からモデル指定になったことがございまして、それ

でその時からですけれども、去年はちょっとやりま

せんでしたが、おととしでしたか、ここ２～３年前

ぐらいから地元の西村先生をお願いしたり、それか

ら薬の飲み方については、本当にこれは私自身も感

じましたことですけれども、高齢者の方は、最近は

ちょっとわかりませんけれども、お薬をいただいて、

こんなにいただいてきますよね。そうするとなんか

の時にちょっと胃が悪いのだと言いますと、「ちょ

っときょうはここが気持ち悪い」「私、胃の薬たく

さん持っているからあげるよ」とよくもらって飲む

方がいらっしゃいます。そういったことはいけない

ですよね。そういうことでお薬の飲み方ですとか、

それから脳の、ミツカワ先生とおっしゃいますけれ

ども、あの先生をお呼びして脳の健康診断もこのく

らいできますよということで、福老連として取り上

げて、何年かずっと続いてやっております。

　そして去年は確か、ほかの方で健康づくりについ

て行ったと思いますけれども、また皆さん方の御要

望がありますれば、年に４回は健康講座ということ

でお医者様ですとか、薬剤師の方ですとかお呼びし

て講座を持ちますので、東京都の方からも年に４回

は健康づくりの講座を持つようにということが、社

会福祉協議会の方ですとか、会長ですとか、私達に

もきていますので、その時はまた皆様方にもお声を

おかけして、協力していただきたいと思います。

　ここに今ちょっと、時間的によろしいでしょうか

ね。うちの女性部の副部長が来ていますので、声を

かけるなと言われて呼んだのですよね。そのことに

ついてちょっと話してみてください。

≪Ｈさん≫

　私、小林さんの下で副部長をさせていただいてお

ります。Ｈと申しますけれども、私も６４歳で老人

会に入りました。それで１０何年かもう経ちますけ

れども、いろいろなことでぶつかってきて、女性部

というのができまして、福祉関係のことにいろいろ

お手伝いをさせていただいたりして、なんかこれが、

老人でもこんなに役に立って、皆さんに喜ばれてい

る、たしになるのかなという感じですごく生きがい

を感じまして、今大分もう年もとりましたけれども、

まだなんか少しはお手伝いができるかなと思いな

がら、東京都の方にもいろいろなことで行かせてい

ただいたりしています。小林さんの下で私も働かせ

ていただいて、何とかお手伝いもできて生きがいを

感じております。

　福祉まつりとか福祉バザーとか、またこの前あり

ました老人芸能大会とか、そういうことにもお手伝

いをさせていただいて、老人会というのは、老人ク

ラブというので生きがいを感じさせていただいて

おります。これからもできるだけ協力したいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。（拍

手）

≪山下≫

　どうもありがとうございました。

≪立川≫

　今の件ですがね、教育委員会で確か、いろいろな

出前講座というようなことをやってくださるよう

ですよ。ですから教育委員会の方へ申し込めば、い
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ろいろなまたボランティアでやってくれるそうで

すから。

　それと集まりも問題になって、いま少し、なるべ

くたくさん集まる方がいいと思うのですが、私の方

はもう毎年集まっていますけれどもね。集まりが少

ないから、結局だんだんそういうようなこともやっ

てないかと思いますので、ぜひ、ひとつ集まりもた

くさん重ねていただいて、もちろん私の方も大体３

分の１、１２０名のうちに４０人しか集まりません

けれども、それでも毎月やっていればいつかだんだ

んだんその会も増えてくるのではないかと思いま

すし、ぜひ集まりを重ねていただくようにお願いし

たいと思います。

≪Ｃさん≫

　私どもの方は大体毎回８０人、８０人の会員なの

ですが、およそ８０％は出席していただいておりま

す。ただ会に入っておりましてもなかなか会に出て

こられないような状態の方々もいらっしゃいます

ので、そういうことを考えると、出席の方々の％で

いきますと、もっと上昇するなという、とりあえず

年に４回やらさせていただいておりますのは、それ

は誕生日会等々についてもちょっと控えめにして

おりますのは、誕生日会というのは該当しない方も

出て来てくださるわけですね。そうすると常日頃の

集会で出て来ない方が誕生日会に該当した時に、ほ

かの該当しない人が出てきてくれるのに、あんたの

ための誕生日会ではないよと、それなのに来てくれ

ないわということになると、いろいろ難しいことも

発生するかなと思って、誕生日会というのはちょっ

と控えている次第です。

　以上です。

≪小林≫

　医療の講座の方は去年も開いておりませんけれ

ども、連合会長の方によく伝えまして、また今年は

どうしても開催するように心がけますので、どうぞ

その節は大勢さんお連れいただきまして、１回はこ

の会場に入り切れなくて大騒ぎになったこともご

ざいますので、そのくらい集まってくださるのです

よ。ぜひお願いいたします。

≪山下≫

　いろいろな声が出ております。また健康づくりの

お話などもいろいろ活発になさってい

るということですので、ぜひそういう会に大勢の方

が御参加をいただきたいと思います。

　時間も予定であと１０分程度になってまいりま

して、ぜひ御意見を伺いたい方がたくさんいらっし

ゃるので、何か日頃思っているようなことがもしあ

れば、この機会でございますので、ぜひ御意見いた

だきたいなと思うのですが、いかがでございましょ

うか。

≪Ｇさん≫

　長沢のＧと申します。私は実は老人会に入ってな

い方の代表ではないのですけれども、発言者として

きょう参加させていただいて、老人会の皆さん方が

大変御活躍なさっていることをお聞きしまして感

動しております。

　ただ、私がなぜ入らないかと申しますと、御近所

の方から私にも、私よりお年寄りですけれども、た

またま教えてくださるのは、やはり老人会の中でも

なかなか難しいことがあるのだと。だからきっとお

前なんかが来たら会長にされてしまうからとか脅

されるわけですね。ですからそんなことで、私もた

またま立川先生の二回り下で、ことし７０才になる

のですけれども、本当に御老人の集まりは結構なの

ですけれども、実は現役で、東京地区の向こうから

来る、外国から来る学生、それからこっちから行く

学生のお世話といいますか、行く人にはやはり向こ

うへ行って恥ずかしくないような教育をして、それ

から向こうから来る人には日本に早く慣れてもら

うような教育をしてというので、１週間に１日か２

日は必ず東京へ出て行っているわけです。

　ですからそんな関係で、それもひとつの御奉仕で

はないかなと思って、それ以上老人クラブに入れて

いただいて、また逆に御迷惑をかけたりなんかする

といけませんので、そっちの方はこれから４～５年

まだありますけれども、そっちの方がくびになりま

したら老人会に入れていただいて、健康が許すなら

ぜひ市にも御協力したいと、そういうふうに思って

いるのですよ。

　今、たまたま去年からこういうフォーラムをやり

たい、それから皆さんの中でこの中にいらっしゃる

環境の市民会議ですか、そういう方にも前回出席さ

せていただいて、なるだけ御恩返しをしようという

ことなのです。

　先ほど、話題がちょっと前後しますけれども、私

も２０何年前に、申し上げますけれども、町会に副

会長として６年３期務めさせていただいて、うちの

家内が「お父さん、あなたはよそ者ですよ。よそ者

が今度会長になったらちょっとまずいから、私は家

に入っているのだから、絶対に会長だけはやったら

だめですよと、もうこれでやめなさいよ」と言った

ので、それまでは会長をさせていただいて私はもう

御恩を返そうと思ったのです。ですが、そういうこ

とでは御恩返しはできなかったのです。

　そういうことで、いろいろな教育、こういうこと

がありますから、できるだけ自分の意見があれば自

分の意見を申し上げて、それからできることだった

ら自分の経験を生かして御恩返しをしたいという

ことをしているのです。

　ですからたまたま私は老人会に入っていなくて、

きょうはどうも老人会に入ってないので肩身が狭

いのですけれども、もしこれから先５年ぐらい経ち

まして、向こうの方をくびになりまして、元気でし

たらぜひ老人会で御恩をお返ししたいと思ってお

ります。

　いつも小林さんは大変御活躍で、先ほどもお話が

ありましたように、選挙の時でも車の中から皆さん

にこうやっていらっしゃる、拝見しておりますが、

御老人の中の立役者としてこれからもお元気に活

躍していただきたいと思います。ぜひ私ども老人を
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リードしていただきたい、そう思っております。

　きょうはそんなことで大変感動しました。ありが

とうございました。（拍手）

≪山下≫

　ありがとうございました。時間もそろそろ迫って

まいりまして、もう少しで老人クラブ入会の資格を

得られる長谷川先生からお話をいただこうかなと

思います。

≪長谷川≫

　なかなかすばらしい進め方をして、しかしやはり

シニアになるという心構えと、勝手なことを幾つか

言わせていただきました。

　シニアというのは地域にとっては貴重な財産な

のだというふうに思うのですね。その貴重な財産を

どうやって地域に生かしたらいいか、難しい問題か

と思います。先ほど少し私の方が勘違いしていたの

かもしれませんが、立川さんがボランティアの話を

されました。教育委員会も行政の方々が「まなびあ

いボランティア」を募集していて、別にシニアに限

らないのですが、自分の得意な分野を学校教育等に

生かしてもらおうとしています。その場合、私達市

民が何ができるのかということを自信を持ってい

える、宣伝する必要があると思うのです。一方では

地域が何を求めているのかということを私達に伝

えていただく、学校でいえば学校は何が欲しいのか、

それがわかればかなり具体的になっていくのかな

というふうに思います。

　老人会の話をたくさん聞いておりました。たまた

ま先生をつくる大学におります関係で、学校という

のは多少専門とは違うのですけれども、耳に入って

くるのは、例えば新聞等で御承知のとおり、港区で

は小学校の学区を外した、どこの学区へ行ってもい

いと、そんなことも、学校で今後どんどん検証され

てくるだろうと、福生あたりでも将来的にはそうい

う検討もしていかなければいけないのかなと教育

委員会の方でも言っているようであります。

　老人会という組織も、競争的社会になって特色あ

るまちづくり、特色ある老人会づくりを求められま

す。そうしますと老人会の方向によっては、地域が

束ねている老人クラブがあるのですけれども、地域

は今町会を一つの単位にしておられる、それだけで

いいのだろうか。要するにもっと特色があって、う

ちの老人クラブはこういう奉仕活動をたくさんや

ると、先ほどおっしゃっていた寝たきりの先輩たち

を訪ねるとか、励ますとか、そういうことを主とし

てやる。それは日本企業にも伝わるのかもしれませ

んが、きっとそんなやり方もあるのかなという、勉

強を山ほどさせられてしまって、シニアになるのは

ちょっと怖い面があります。

≪山下≫

　どうもありがとうございました。ほかにまだまだ

御意見をいろいろたくさん伺いたいところなので

すが、そろそろ予定の時刻となってまいりました。

　きょう御出席の方、皆さん生きがいを持って、年

齢に関係なく生き生きと輝いていらっしゃるなと

いうのが最後の印象でございます。

　それでは、最後に野澤市長から締めのごあいさつ

をいただいて、きょうの会をお開きにさせていただ

きたいと思います。

≪市長≫

　皆さんがこういうやり方をしていくと輝くのだ

なというのが非常によくわかります。そこの部分を

これからどんなふうに、大勢の市民の人達、さっき

８０００人というような説明でしたけれども、もち

ろん入院されている方もいらっしゃいますし、一人

で生活していらっしゃる方もいる、誰とも交渉せず

に寂しく生きている方もいる、そういうみんなが住

んでいる、それぞれの人とともにどんなふうに育て

ていったらいいかなという、そんな思いをしながら

聞いておりました。きょうは「輝くシニア」という

テーマで、コーディネーターの山下さん、長谷川さ

ん大変ありがとうございました。

　それから、こういう形で生きていくと私達みたい

に元気になっていくという立川さんと小林さんに

いろいろなすばらしい経験を伺えました。、立川さ

んの言葉はすごいですね。もっと教えてくださいよ

という、この辺が輝いて生きる秘訣かなと思いまし

た。大変ありがとうございました。（拍手）

－　終了　－


